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巻頭田

医療保障制度の意義

田中滋申

市場経済は、効率的な資源配分による経済成長を通じて、西欧と北米にはじまり、日本・豪州 .NIES

などの諸国および地域に豊かな社会を実現させた。

では、市場経済の下、資本の多寡と、働く能力に影響する環境要因(たとえば健康度・年齢・国や親な

どの経済力に基づく教育の違い・人種や宗教をはじめさまざまな理由による差別)を元に補正なしの成果

分配を行うと何が起きるだろうか。答えは、冨の分配の著しい不平等、ならびにそれに起因する健康・寿

命・教育格差の継続と拡大である。歴史が教えるように、市場経済の裸の成果がもたらす不平等の行き過

ぎは、犯罪・テロなどの破壊行為(個人的な自暴自棄のみならず、暴力的な政治活動、社会の混乱や集団

自殺を訴えるような狂信的な宗教、地下組織等への依存)の強い誘引となりうる。

ゆえに、社会の安定と平和の上にはじめて市場経済が継続的に成果を生むことを経験的に学んだ国々で

は、「市場経済を補完する社会的装置」のーっとして、社会保障制度の意義を重視してきた。近代社会の

叡智の代表例と言える。

医療サ}ビスや介護サービスの利用を支援する社会保障制度は、市場経済機能の基盤たる安定した社会

を維持する役割を果たす。市場経済の完全な適用になじまない、かぎられた分野にそうした保障制度を適

用している以上、そこでは相対的に市場経済性が弱いことは論理的に必然の帰結である。したがって、

「医療は過剰な規制が残る官製市場だJi(患者のもつ経済力の差を治療方法に反映させる)混合診療を導

入せよjなどの意見は、保障制度の目的からして論理矛盾の批判を展開していることになる。

ただし、現在の医療制度が無謬であると主張しているわけではない。少なくとも、①提供者に傾いてい

るパワーバランスを是正するための利用者側のエンパワーメント、②医療に関する情報の標準化と透明化

を通ずる質の向上と安全の確保、③団塊の世代の高齢化を目前に高齢世代への配分過剰をもたらす方式を

改め、小児医療などの充実を図る努力は最優先して取り組むべきである。

市場経済活力発揮の基礎となる社会保障制度の役割と、医療に向けられる資源の有効活用の双方を視野

に含めた研究と政策提言が求められる。

中 慶藤義塾大学経営大学院教授
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論文

舛来患者による大病院選択の規定要因
「国民生活基礎調査」の個票データを用いた実証分析一

塚原康博中

本研究は、 1995年の「国民生活基礎調査」の個票データを使い、外来患者による大病院選択の規定要因を分析した。分
析結果から、回答者が自営業者との比較において、不就労ほど、そして、男性ほど、大病院を選択するという結果が得ら
れた。また、分析結果によると、健康状態が悪い場合や、癌、泌尿器科などの病気の場合は、大病院が選択され、健康状
態がさほど悪くない場合や、皮膚科、歯科、耳・鼻などの病気の場合は、大病院以外の医療機闘が選択されている。それ
ゆえ、大病院とそれ以外の医療機関との間にある程度の役割分担が存在するといえる。経済力を示す変数は、大病院選択
において有意で‘なかったが、この原因として、 1992年の医療法の改正から始まった大病院における外来患者の紹介制の影
響を指摘できる。大病院への紹介が、患者の経済的な要因ではなく、傷病の重症度や大病院での受療に適した傷病の観点
からなされるならば、この現象は説明可能である。

キーワード:大病院選択、紹介制、国民生活基礎調査

1 .序論

日本の医療政策の問題点の 1っとしてしばしば

指摘されるのが、病院、とりわけ大病院の外来患

者の集中である。この傾向は、 1970年頃から発生

し、 1980年頃から強まっている。知野(1994)は、

1970年頃まで病院と診療所のいずれにおいても外

来患者数が増加していたが、それ以降、病院では

外来患者数は増加を続けているものの、診療所の

外来患者数は減少に転じていることを示し、外来

患者の病院への集中を指摘した。安西(1987)は、

1980年から外来患者の病院志向、特に大病院志向

* 明治大学情報コミュニケーション学部教授

が高まっていることを指摘し、疾病別では悪性新

生物や循環器疾患などの成人病で、新来・再来別

では新来で、年齢別では高齢者で、外来患者の大

病院志向が強いことを明らかにした。広井(1994)

は1970年と1991年を比較し、一般病院の外来患者

数が病床数300未満の病院で減少し、病床数300以

上の病院で大きく増加していることを示し、外来

患者の大病院への集中を指摘した。

このような外来患者の大病院への集中に対し、

1990年代前半から、病院の機能を分化し、それぞ

れの機能に応じて患者の流れを誘導するための施

策がとられてきた注l。具体的には、 1992年の医療

法改正で、病院は「特定機能病院」、「一般病院」、

「療養型病床群Jに分けられ、高度医療を提供す

る大学病院などから成る特定機能病院は、初診外
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来患者の紹介率を30%以上とするように規定され

た。 1993年には、特定機能病院における紹介患者

の比率を引き上げるために、外来初診患者に占め

る紹介患者の多寡により初診料の加算制度が設け

られ、紹介状を持たない患者からは初診料にかか

わる費用として特定療養費の徴収も認められるよ

うになった。さらに、 1996年には、特定機能病院

以外の病院でも、病床数200以上の病院であれば、

外来初診患者に占める紹介患者の多寡により初診

料の加算制度が設けられ、紹介状を持たない患者

からは初診料にかかわる費用として特定療養費の

徴収も認められるようになった。

このように紹介制などを通じて、外来患者の大

病院への集中を緩和する政策がとられてきている

が、この問題が解決されたとは言い難い状況であ

る。日本経済新聞社が大都市部の住民に行ったア

ンケ}ト調査によると、医療機関に対する満足度

を尋ねた質問では、「満足」と「やや満足Jと答

えた回答者の割合は80.6%に達し、医療機関に対

する満足度は高いという結果が得られているもの

の、医療機関の個別の内容に関する質問では、

「待ち時間Jに対する満足度が低く、「不満」と

「やや不満」と答えた回答者の割合は51.1%となっ

ている。待ち時間への不満は、規模が大きい医療

機関ほど高くなっており、大学病院と国立病院で

は7割を超えている(日本経済新聞、 2002年4月

13日)。

規模が大きい医療機関ほど、待ち時間が長いと

いうことは、規模が大きい医療機関ほど、外来患

者が集中し、需給のミスマッチの度合いも大きい

ことを意味する。日本では、患者が診療を受けた

い医療機関を自由に選べる一方で、医療サービス

の価格や医療サービスの供給において規制がなさ

れているので、医療機関によっては、需給のミス

マッチが生じる。通常の財やサービスであれば、

超過需要の場合は、その財やサ}ピスの価格が上

昇したり、供給量が増えたりすることで、超過供

給の場合は、その財やサービスの価格が低下した

り、供給量が減ったりすることで、需給のミスマ

ッチは解消される。しかし、日本では、医療サ}

ピスの価格や医療サービスの供給において規制が

存在するため、ミスマッチが解消されにくい。さ

らに、医療サービスの需要者である患者は、 2つ

の不確実性に直面している。 1つは、個々の医療

機関がどのような種類の、どのような質の医療サ

ービスを提供するかに関する不確実性であり、も

うlつは、自分の病気を治療するのに最も適切な

医療サ}ピスとは何かに関する不確実性である。

このような不確実性に対する対応という観点か

ら、外来患者の大病院志向を説明することが可能

である。中島(1998)は、外来患者の大病院志向の

理由として、患者は重病で、あったとしたら、はじ

めから設備や医療スタッフが整っている大病院へ

行くことで、不確実性に対する一種の保険をかけ

ていると主張している。

高度医療を提供できる大病院に通院すること

は、不確実性に直面している患者にとっては、一

定の合理性は認められるものの、診療所で対応で

きる場合でも、大病院に外来患者が集中すること

は、医療資源の効率的な使用の阻害を意味するの

で、大病院への外来患者の集中を是正すべきだと

いう主張がなされている。しかし、外来患者の大

病院選択の規定要因について、十分な実証分析の

蓄積があるとは言い難い。そこで、本研究では、

1995年の「国民生活基礎調査」の個票デ}タを使

い、外来患者の大病院選択を規定する要因を分析

するO

2 .先行研究のすーベイ

本研究の目的は、「国民生活基礎調査」の個票

データを使い、外来患者の大病院選択を規定する



要因を分析することであるが、それに先立ち、こ

のテーマに関する先行研究のサーベイを行う。

関田ほか(1983)は、大都市周辺に位置し、調査

時点で約10万人の人口を有する I市を対象に、外

来患者の医療機関選択に関する実態調査を行っ

た。調査は、 1980年3月に2つの病院の外来・入

院患者と46の診療所の外来患者に対してなされ

た。この調査の結果によると、医療機関の選択理

由として、医療機関の大きさや設備、親切さや評

判、地理的な近さが重要であった。また、医療機

関の規模別では、 200床を超える病院の選択理由

として、医療機関の大きさや設備、地理的な近さ

が重要であり、診療所の選択においては、親切さ

や評判、地理的な近さが重要であった。

島ほか(1990)は、千葉県内の400床以上の大病

院を 5つ選ぴ、これらの病院の外来患者に対して、

受療行動の実態調査をした。調査は、 1988年12月

から1989年2月のうち、各病院で 1日から 2日ず

つ実施された。調査結果によると、今の病院を選

んだ理由として、「設備がよいJ、「どんな病気で

も診てもらえる」が上位を占め、今の病院への不

満として、「待ち時間が長い」が圧倒的に多かっ

た。

杉津-西(1995)は、東海地方のA市の20歳以上

の住民をサンプルとして抽出し、「初診のときに

病院と診療所のどちらを選んだか」と「慢性疾患

を自覚しているときに病院と診療所のどちらを選

んだか」の2つの要因分析を行った。調査は1993

年11月に実施され、調査データは多重ロジスティ

ック回帰によって分析された。説明変数として、

年齢、性別、学歴、就労の有無、居住年数、健康

度自己評価、どの医療機関に近いか、医療機器・

検査機器への関心の有無、最新の治療技術への関

心の有無が 2つの要因分析で共通に用いられ、

「初診のときに病院と診療所のどちらを選んだか」

の要因分析では、初診後の継続受療の有無が説明

外来患者による大病院選択の規定要因 7 

変数として追加された。「初診のときに病院と診

療所のどちらを選んだかJの要因分析の結果から、

回答者は年齢を重ねるほど、継続診療が必要なほ

ど、最新の治療技術への関心があるほど、病院を

選択するという結果が得られた。「慢性疾患を自

覚しているときに病院と診療所のどちらを選んだ

か」の要因分析の結果から、回答者は不健康なほ

ど、診療所が近くにないほど、就労をしていない

ほど、病院を選択するという結果が得られた。

吉岡ほか(1996)は、神奈川県の県央にあるT大

学病院に通院する外来患者を対象に受診目的の調

査をした。調査は1993年の3月と1994年の 3月に

なされた。調査結果によると、検査・診断目的が

70%前後、治療目的が20%前後、救急は10%弱で

あった。

杉津ほか(2000)は、全国の60歳以上の高齢者を

対象として、大病院の選択行動に関する要因分析

を行った。調査は1996年に実施され、調査データ

はロジスティック回帰によって分析された。「ど

んな病気やケガでも大病院 (500床以上)を利用

する」と答えた回答者の特徴に関する分析は、

「どんな病気やケガでも診療所や医院を利用する」

と答えた回答者との比較においてなされた。説明

変数として、ニーズ要因(疾病擢患数、生活障害

度)、先行要因(年齢、性別、就学年数)、選択促

進・阻害要因(徒歩圏にある医療機関、高度医療

を重視するか、診療所にかかりつけ医はいるか、

就労しているか)が投入され、次に、ニーズ要因

が有意なときにそれと選択促進・阻害要因をかけ

合わせた交互作用項が投入された。分析結果によ

ると、男性ほど、多くの疾患を持つほど、大病院

のみが近いほど、高度医療を重視するほど、診療

所にかかりつけ医がいないほど、大病院志向が強

いという傾向がみられた。この分析では、杉津・

西(1995)の分析結果に反し、就労の有無が有意と

なっていない。この理由として、この分析が高齢
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者を対象としているので、サンプルに就労者が少

ないことが原因であると指摘されている。

以上が、外来患者の大病院選択に関する要因分

析のサーベイである。概して、特定地域を対象と

したケース・スタデイが多く、得られた結論が日

本全体に当てはまるかどうかは不明である。例外

として、杉津ほか(2000)が全国調査を行っている

が、高齢者に限定したものであり、得られる結論

にも限界がある。とりわけ、機会費用の代理指標

と考えられる就労の有無の影響をみるには、就労

している可能性が高い若年者もサンプルに取り入

れる必要がある。さらに、杉津ほか(2000)は、大

病院を選択するかしないかの態度を分析している

ので、あって、実際に生じた大病院の選択行動を分

析しているわけではない。

そこで、本研究では、全国調査である「国民生

活基礎調査」のデ}タを使用し、対象者を高齢者

以外にも拡大し、実際に生じた大病院選択行動の

要因分析を行う。本研究は、「国民生活基礎調査」

のデータを使用しているので、使用できるデータ

も調査項目に制約される。それゆえ、この分析か

ら得られる結論も限定されたものとならざるをえ

ないが、就労の有無が大病院選択に与える影響や、

従来の分析ではなされてこなかった傷病の種類の

違いが大病院選択に与える影響を分析することが

可能である。

3. r国民生活基礎調査Jの個票データを

用いた実証分析

「国民生活基礎調査」とは、全国の世帯および

世帯員からサンプルを抽出し、保健、医療、年金、

福祉、所得などの国民生活に関する基礎的な事項

を調査して、厚生行政に役立つ資料を得ることを

目的とするものであり、 1986年を初年とし、 3年

ごとに大規模な調査が実施されている。調査票は、

世帯票、健康票、所得票、貯蓄票からなる。

本節では、 1995年の「国民生活基礎調査」の個

票データを使い、外来患者の大病院選択を規定す

る要因を分析する注Z。本分析では、通院している

回答者を対象とし、「最も気になる傷病の治療の

ために大病院に通院しているか、それ以外の医療

機関に通院しているか」の選択を規定する要因を

ロジット・モデルを使って分析する。使用したロ

ジット・モデルは、以下のような式である。

log-2ー =α+BX
1-p 

ただし、 pは大病院への通院確率、 αは定数項、 B

は回帰係数の行ベクトル、 Xは説明変数の列ベク

トルである。ロジット・モデルの被説明変数とし

て、大病院、すなわち大学(付属)病院、総合病

院、大きな病院への通院をしそれ以外の医療機

関への通院を 0とするダミー変数を用いる制。大

病院への通院確率の決定要因として、われわれが

取り上げたのは、回答者の在住する地域や回答者

自身の属性である。経済変数としては、回答者の

機会費用の指標や所得を取り上げた。具体的な説

明変数は、以下のとおりである。すなわち、関東

Iを基準とする地域ダミー削(地域ダミーの種類

は、北海道、東北、関東I、関東E、北陸、東海、

近畿I、近畿E、中園、四国、北九州、南九州)、

郡部を基準とする人口規模別の都市ダミー出(都

市ダミーの種類は、大都市、 15万人以上、 5万人か

ら15万人、 5万人以下、郡部)、男性を基準とする

性別ダミー(性別の種類は、男性と女性)、年齢、

その他の傷病を基準とする傷病ダミー削(傷病の

種類は、癌、貧血・血液の病気、腰痛・神経痛、

内分泌・代謝障害、外傷、泌尿生殖系、皮膚、

耳・鼻、眼、精神病・神経症、歯、消化系、呼吸

系、循環系、その他の傷病であり、婦人科の病気

と妊娠は、女性に特有の病気であるため、女性と

相関するので外してある)、ふつうを基準とする健



康状態ダミ-(健康状態の種類は、よい、まあよ

い、ふつう、あまりよくない、よくない)、無職を

基準とする職業ダミ-(職業の種類は、被用者、

自営業者、無職)、世帯の所得(単位は1万円)、世

帯の純貯蓄ゼロを基準とするダミー(純貯蓄の種

類は、プラス、マイナス、ゼロ)である。

1995年の個票データのサンプル・サイズは

24974であり、使用した変数の記述統計量は表 1

外来患者による大病院選択の規定要因 9 

に、ロジット・モデルの推定結果は表2に示しで

ある。なお、ここでは、有意水準が5%水準以下

の変数を有意とみなすことにする。表2の推定結

果をみてみると、地域別では、関東Iが最も大病

院が集中していると考えられるが、その関東Iと

比較するとき、北海道、北陸の各地域では、有意

に正の大病院志向がみられ、東北、関東E、東海、

近畿E、中国、四国、北九州、南九州の各地域で

表l 使用した変数の記述統計量

連続変数

使用した変数

年齢

世帯所得

質的変数

使用した変数

(1)通院

大病院に通院

大病院以外に通院

( 2 )地域

北海道

東北

関東I

関東E

北陸

東海

近畿I

近畿E

中周

囲国

北九州

南九州

( 3 )都市

大都市

15万人以上都市

5万人から15万人の都市

5万人以下の都市

郡部

( 4 )性別

女性

男性

( 5 )傷病

癌

貧血・血液の病気

平均値

52.72559 

748.20349 

度数

6164 

18810 
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1
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3952 

6939 

5521 

1797 

6765 

14064 

10910 

119 

207 

標準偏差

20.47385 

661.69266 

最小値

6 

最大値

99 

11454 

使用した変数

腰痛・神経痛

内分泌i・代謝障害

外傷

泌尿生殖系

皮膚

耳・鼻

眼

精神病・神経症

歯

消化系

呼吸系

循環系

その他の傷病

( 6 )健康状態

よい

まあよい

ふつう

あまりよくない

よくない

(7)職業

自営業者

被用者

無職

( 8 )純貯蓄

正の純貯蓄

ゼロの純貯蓄

負の純貯蓄

度数

3214 

1253 

468 

583 

1086 

1122 

1134 

560 

3674 

2291 

1269 

6517 

1477 

3958 

4335 

11297 

4837 

547 

8218 

4728 

12028 

14998 

3490 

6484 
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は、有意に負の大病院志向がみられる。都市別で の都市で有意に正の大病院志向がみられる。地域

は、郡部を基準とするとき、大都市と5万人以下 ダミーと人口規模別の都市ダミーは、「国民生活

表2 大病院選択の口ジ、ツト分析

説明変数 回帰係数 標準誤差 t値 確率値

定数項 -0.36615 0.10586 -3.45881 0.001 

北海道 0.25003 0.07215 3.46535 0.001 

東北 -0.19328 0.06202 -3.11641 0.002 

関東E -0.76681 0.07390 -10.3767 0.000 
北陸 0.26991 0.07089 3.80752 0.000 

東海 -0.21118 0.0557l 圃3.79093 0.000 

近畿 I 0.11015 0.06204 1.77537 0.076 

近畿E -0.31136 0.10391 -2.99630 0.003 
中国 -0.26021 0.06820 幽3.81553 0.000 
四国 -0.54690 0.0917l -5.96360 0.000 
北九州 -0.26933 0.06441 -4.18123 0.000 

南九州 -0.18123 0.07670 -2.36289 0.018 

大都市 0.24039 0.05300 4.53545 0.000 

15万人以上都市 -0.06304 0.04397 -1.43350 0.152 

5万人から15万人の都市 明0.01010 0.04640 四0.21757 0.828 
5万人以下の都市 0.15844 0.06419 2.46847 0.014 

女性 -0.18375 0.03360 -5.46840 0.000 
年齢 0.11659E-02 0.10099E-02 1.15448 0.248 

癌 1.29802 0.20803 6.23951 0.000 

貧血・血液の病気 -0.04834 0.15927 開0.30350 0.762 

腰痛・神経痛 -0.75538 0.07349 ー10.2789 0.000 

内分泌・代謝障害 0.15385 0.08339 1.84504 0.065 
外傷 -0.47473 0.12156 ー3.90528 0.000 
泌尿生殖系 0.29827 0.10359 2.87932 0.004 
皮膚 -0.91804 0.09851 -9.31883 0.000 
耳・鼻 -1.01153 0.09922 司10.1952 0.000 

眼 開0.44853 0.08976 -4.99685 0.000 
精神病・神経症 -0.15978 0.10688 -1.49493 0.135 

歯 -2.76263 0.11074 -24.9470 0.000 
消化系 -0.17910 0.07441 -2.40679 0.016 
呼吸系 -0.50259 0.08615 -5.83367 0.000 

循環系 -0.43741 0.06721 ー6.50853 0.000 

よい -0.24118 0.05177 -4.65821 0.000 

まあよい -0.07267 0.04496 -1.61639 0.106 

あまりよくない 0.38625 0.03934 9.81870 0.000 

よくない 0.59512 0.09323 6.38375 0.000 

自営業者 -0.10024 0.03990 -2.51198 0.012 

被用者 -0.06959 0.04766 -1.46001 0.144 

世帯所得 0.56533E-05 0.23978E-04 0.23577 0.814 

正の純貯蓄 -0.07317 0.04528 -1.61592 0.106 

負の純貯蓄 開0.02180 0.05102 -0.42726 0.669 



基礎調査」で使用されている分類をそのまま使用

したものであるが、推定結果は、その地域におけ

る医療機関に占める大病院の比率などの要因を反

映している可能性がある。ちなみに、平成 7年の

「医療施設(動態)調査・病院報告」から一般医

療機関(一般診療所と一般病院の合計)に占める

300床以上の医療機関の比率を求めてみると、全

国平均が1.35%であるのに対し、北海道と石川県

がそれぞれ2.27%、2.05%であり、高い数値であ

った。最も高いのが、 3.39%の沖縄県であるが、

南九州の他の県の数値は全国平均より低かったの

で、南九州全体の数値を引き下げたと考えられる。

また、「医療施設(動態)調査・病院報告」の病

院における外来患者延べ数の病床規模別・都道府

県別の数値によると、北海道や富山県において、

400床から899床の大病院の外来患者延べ数の比率

が全国平均より大きく、四国や九州の各県では、

700床以上の外来患者延べ数の比率が全国平均よ

り小さい傾向にあった。 900床以上の大病院の外

来患者延べ数の比率が大きい地域は、束京都23区、

大阪市、名古屋市などの大都市に集中していた。

本研究は、「国民生活基礎調査Jの個票デ}タを

使った第 l次的な分析なので、「国民生活基礎調

査」で使用されている分類をそのまま使用したが、

厳密な分析を行うには、医療圏別のような他のデ

ータとリンクさせる必要がある。

性別に関しては、女性であることは男性である

ことに比べて、大病院への通院に有意な負の効果

をもっ。傷病の種類では、その他の傷病を基準と

するとき、癌、泌尿器科の病気が大病院志向に有

意な正の効果をもち、それ以外の皮膚科、歯科、

耳・鼻などの病気は大病院志向に有意な負の効果

をもっ。健康状態では、ふつうを基準とするとき、

不健康なほど、大病院志向に有意な正の効果がみ

られる。無職に比べ、自営業者であることは、有

意に大病院への通院確率を低める。

外来患者による大病院選択の規定要因 11 

男性と比べ、女性は大病院志向でないが、その

理由として、女性のリスク回避性が関係している

可能性がある注7。すなわち、女性は健康リスクに

対して敏感であり、軽度の病気でも、すぐに近く

の診療所等に行くとすれば、その分、大病院への

通院確率を低めるので、女性であることが大病院

志向に負の効果をもつことは説明できる。本研究

による新たな知見は、傷病の種類が、大病院とそ

れ以外の医療機関の選択において有意な影響を与

えているという点にある。常識的な知見であるが、

全国データにおいても、傷病の種類が大病院の選

択において影響することが定量的に確認できる。

分析結果から、健康状態が悪い場合や、癌、泌尿

器科などの病気の場合は、大病院が選択され、健

康状態がさほど悪くない場合や、皮膚科、歯科、

耳・鼻などの病気の場合は、大病院以外の医療機

関が選択されるため、大病院とそれ以外の医療機

関との間にある程度の役割分担が存在するといえ

る。

大病院は、他の医療機関と比べ、通院時間や待

ち時間が長いため、通院の機会費用が大きいと考

えられる。したがって、通院による時間あたりの

機会費用が大きい有職者のほうが、そうでない無

職者より大病院志向でないと予想される。推定結

果によると、自営業者であることは、無職者に比

べて有意に大病院選択に負の効果をもつが、被用

者であることは、符号は負であるものの、有意で

はなかった。この理由として、被用者は有給休暇

などの利用によって大病院への通院が可能である

が、自営業者は、代替要員の調達が困難なので、

大病院への通院の機会費用は大きいということが

考えられるだろう。

経済力を示す所得と貯蓄は、有意で、なかった。

それゆえ、大病院の医療サービスが正常財ではな

いという可能性がある。ただし、大病院の医療サ

ービスが正常財で、あっても、医療保険による患者
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負担の低下によって経済力が大病院の医療サ}ピ

スに対する需要の制約になっていない可能性や、

自由に医療機関の選択が可能ならば、経済力があ

表3 説明変数の限界効果:長

北海道 0.04216 

東北 -0.03259 

関東E -0.12930 
北陸 0.04551 

東海 -0.03561 

近畿 I 0.01857 

近畿E -0.05250 

中国 -0.04388 

四国 -0.09222 

北九州 ー0.04541

南九州 -0.03056 

大都市 0.04054 

15万人以上都市 -0.01063 

5万人から15万人の都市 ー0.00170

5万人以下の都市 0.02672 

女性 -0.03098 

年齢 0.00020 

癌 0.21887 

貧血・血液の病気 -0.00815 

腰痛・神経痛 -0.12737 

内分泌・代謝障害 0.02594 

外傷 開0.08005

泌尿生殖系 0.05029 

皮膚 -0.15480 

耳・鼻 -0.17056 

眼 -0.07563 

精神病・神経症 -0.02694 

歯 -0.46584 

消化系 -0.03020 

呼吸系 司0.08475

循環系 開0.07376

よい ー0.04067

まあよい -0.01225 

あまりよくない 0.06513 

よくない 0.10035 

自営業者 -0.01690 

被用者 -0.01173 

世帯所得 9.53258D-07 

正の純貯蓄 -0.01234 

負の純貯蓄 -0.00368 

るほど大病院の医療サービスを需要するが、紹介

制の導入によって経済力の要因よりも病状や病気

の種類の要因のほうが優先された可能性がある。

なお、 1995年の分析に関する説明変数の限界効

果(これらの変数がl単位増えたとき、大病院を

選択する確率がどれだけ変わるかを示す)につい

ては表3に示しである。限界効果は、サンプル全

体の大病院選択確率、 0.24682を用いて算出したも

のである。限界効果を効果の大きい変数をあげて

おくと、関東Iと比べ、関東Hの場合は、外来患

者による大病院の選択確率を12%ポイント低め

る。傷病の種類別では、他の傷病と比べ、癌の場

合は、外来患者が通院先として大病院を選択する

確率を21.8%ポイント高め、歯の場合は46.5%ポイ

ント、耳・鼻の場合は17%ポイント、皮膚の場合

は15.4%ポイント、腰痛・神経痛の場合は12.7%

ポイント、外来患者が通院先として大病院を選択

する確率を低める。健康状態については、ふつう

を基準とするとき、よくない場合は外来患者が通

院先として大病院を選択する確率を10%ポイント

高める。

4.結論

本研究では、 1995年の「国民生活基礎調査Jの

個票データを使い、外来患者の大病院選択を規定

する要因の分析を行った。最後に、先行研究から

得られた結果と比較しながら、本研究から得られ

た知見を要約しておこう。

杉津・西 (1995)は、 1993年に東海地方のある市

の住民を対象に、慢性疾患を自覚しているときの

病院選択の要因分析を行い、不健康なほど、不就

労であるほど、回答者が病院を選ぶという結果を

得ている。本研究では、不健康なほど、回答者は

大病院を選ぴ、自営業者との比較において、不就

労ほど、回答者は大病院を選ぶという結果が得ら



れている。

杉揮ほか(2000)は、男性ほど、大病院を選択す

るという結果を得ているが、本研究でも、同様の

結果を得ている。

また、本研究によると、傷病の種類が、大病院

とそれ以外の医療機関の選択において有意な影響

を与えている一方で、経済力を示す変数は、大病

院とそれ以外の医療機関の選択において有意な影

響を与えていない。この原因として、 1992年の医

療法の改正から始まった大病院における外来患者

の紹介制が影響している可能性がある。大病院へ

の紹介が、患者の経済的な要因よりも、傷病の重

症度や大病院での受療に適した傷病の観点からな

されるならば、この現象は説明可能である。

最後に本研究の課題を述べておこう。第 1に、

関田ほか(1983)が示すように、医療機関の選択に

おいて、医療機関が自宅から近いか否かが重要で

あるが、本研究では、それが考慮されていない。

厳密な分析のためには、地域別の大病院密度のよ

うな他のデータとリンクさせる必要がある。第2

に、サンプルを年齢階層別、傷病別、地域別など

のサブ・サンプルに分けることで、より有益な情

報が得られると考えられるが、本研究では、その

ような詳細な分析を行っていない。第3に、本研

究では、特定療養費が大病院選択に与える効果を

分析していない。大病院を選択したときに各サン

プルが直面する特定療養費は、各サンプルごとに

異なるが、この情報が 「国民生活基礎調査jの

個票データから得られなかったためである。第4

に、本研究では、不確実性に対する対応から大病

院への外来患者の集中を説明する仮説の検証をす

るに至っていない。傷病の重症度や傷病の種類が

有意なので、外来患者は医療機関の適切な選択を

している、もしくは、紹介制により適切な選択へ

と誘導されていると推測されるが、その一方で、

新聞社の調査などによると、待ち時間への不満が
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大病院ほど高いので、大病院への外来患者の集中

は残存していると考えられる。大病院への外来患

者の集中が、不確実性によるものなのかを検証す

るためには、大病院の外来患者のデータから、大

病院にふさわしい患者数と大病院以外の医療機関

でも対応可能な患者数を調べる必要がある。大病

院の外来患者の多くが、大病院にふさわしい患者

だとすれば、大病院への外来患者の集中の真の原

因は、不確実性への対応にあるのではなく、大病

院の数が需要に比べて少ないという供給不足に求

められることになる。

われわれは、「国民生活基礎調査」の個票デー

タを利用する機会を得たが、デ}タの利用に当た

っては、事前に分析方法や分析に使用するデータ

を申告する必要があり、分析する場所や期間も限

られている。大病院選択という観点から「国民生

活基礎調査Jの個票データを用いて分析するのは、

本研究が初の試みであり、今回は、全体的な傾向

をみることに主眼を置いた。今後は、大病院選択

のさらなる要因解明のために、本研究をステップ

にして、上記に示したような課題に取り組んでい

く必要があろう。
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注

1 1990年代における医療施設の機能分化や医療

施設問の連携に関する一連の医療政策について

は、寺崎ほか(1997)を参照されたい。

2 本研究は、当初、 1992年の「国民生活基礎調

査Jも分析対象としたが、地域ダミーのデ}タ

に入力の誤りが見つかったので、ここでは、

1995年のデータの分析結果を報告する。

3 被説明変数の具体的な入力は、以下のとおり

である。 1995年の「国民生活基礎調査」の健康

票のうち、まず、病院や診療所等に通っている

かを尋ねた質問3の回答から、「通っていない」

回答と「はり、あんま、きゅう、柔道整復師へ

通っている」回答を除外して、医療機関に通っ

ている回答にサンプルを限定した。次に、最も

気になる傷病で、通っている病院や診療所等が

何箇所かを尋ねた補間 3-4の回答のうち、

「大学(付属)病院」もしくは「総合病院や大

きな病院jの回答欄のどちらか一方に少なくと

も1以上の数字が記入されていれば、 lを入力

し、その他は Oを入力した。なお、調査時に、

回答者に手引書が渡され、その中で、 200床以

上の病院が大きな病院と規定されているので、

ここでいう大きな病院とは200床以上の病院を

指している。

4 各地域ダミ}に含まれる都道府県は、北海道

が北海道、東北が青森県、岩手県、宮城県、秋

田県、山形県、福島県、関東Iが埼玉県、千葉

県、東京都、神奈川県、関東Eが茨城県、栃木

県、群馬県、山梨県、長野県、北陸が新潟県、

富山県、石川県、福井県、東海が岐阜県、静岡

県、愛知県、三重県、近畿Iが京都府、大阪府、

兵庫県、近畿Eが滋賀県、奈良県、和歌山県、

中国が鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口

県、四国は徳島県、香川県、愛媛県、高知県、

北九州は福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、南

九州が熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県であ

る。

5 大都市とは、 13大都市、すなわち東京都区部、

札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名

古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北

九州市、福岡市のことである。ただし、 1995年

の数値では、阪神・淡路大震災の影響により神

戸市が除外されている。

6 ここでいう傷病とは、治療のために通院して

いる最も気になる傷病のことである。

7 Flynn， Slovic and Mertz (1994)は、アメリカ

における調査から、男性より女性のほうが健康

や安全への関心が高いことを明らかにしたが、

その理由として、女性は生命の養育と維持のた

めに生を受けている点を指摘している。また、

Jianakoplos and Bernasek (1998)は、男性より

女性のほうがリスク回避的であり、それが資産

選択に影響していることを示した。
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An Empirical Study on the Determinants 
of a Choice of Large Hospitals 

by Outpatients Using Individual Data 

Yasuhiro Tsukahara， Ph.D. * 

We analysed the deterrninants of a choice of large hospitals by outpatients using the individual data 

仕om由e1995“Comprehensive Survey of Living Conditions (Kokumin Seikatsu Kiso Chousa)".官le

results were加 follows:(1)官lerespondents who were male and who were not working showed a 

tendency to choose a large hospital. (2)The respondents who were unhealthier and who had cancer 

showed a tendency to choose a large hospital. This means血at血erole of large hospitals is di宜'erent

from血atof small hospitals and clinics. (3) Economic variables did not have any effect on出echoice of 

large hospitals. .As a cause of出isphenomenon， we can point to the effect of吐leintroduction system of 

large hospitals which started in 1992. If the introduction of large hospitals is made仕omthe viewpoint 

of the seriousness of the illness rather than economic factors， we can e)中lainthis phenomenon. 

[key wordsJ Choice of large hospitals， Introduction system，“Comprehensive Survey of Living 

Conditions (Kokumin Seikatsu Kiso Chousa)" 

* Professor， School of Information and Communication， Meiji University 



論文

Radiological equipment and staffs 

distribution in Hokkaido， Japan 
幽 Lorenzcurve and Locational Gini Index analyses -

17 

Katsuhiko Ogasawara， Ph.D. * 1 

Toshikazu Nambu， M.D.串 2

Tsunetaro Sakurai， M.D. * 3 

[Purpose] The purpose of the present study was to analyze the geographic inequalities in radiological medicine in the 

Hokkaido area Gapan) by the Lorenz curve and the adjusted Locational Gini Index (G凶 coe伍cient).[Methods and Materials] The 

data concerning the dis凶butionof the radiological equipment (CT， MRI and irradiation units) and staff (physicians， 

radiologists and radiological technologists) related to the radiological medicine was obtained from 0伍cialpublications. Both the 

population-based analysis and the outpatient-based analysis were performed. [Results and Discussion] The population-based Gini 
coefficients for physicians and radiological technologists were almost equal， 0.130 and 0.112 respectively. But that for 

radiologist inequality was at 0.361， showing signi:ficant inequality. The population-based distribution of CT and 1四1equipment was 

identical all over the Hokkaido area， whereas the dis仕ibutionof irradiation equipment was disproportionate. 

[keywords] Locational Gini Index (Gini coe缶cient)，Lorenz curve， Radiological medicine， Geographic 

inequalities 

* 1 Division of Radiological Technology， Department of Health Sciences， School of Medicine， Hokkaido University 
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1. Introduction 

In Japan， irnage diagnosis equipment and 

irradiation equipment such as computed 

tomography (CT)， magnetic resonance irnaging 

o四I)and Linac (l且er配 celeraωrfor恒叫組on)are 

widely used. In 1997曲目ewere 14，204 CT阻止ts

(118.4 per million population)， 3165 MRI町 dお (26.4

per million population)加 d714 Linacs (6.0 per 

rnillion populationYl. CT units were often 

introduced in clinics with fewer than 19 beds，加d

even in outpatient offices. The average number of 

CT units per hospital is 0.73， but in clinics that 

average is only 0.0282). 

Hokkaido is血enorthernmost and the second-

I紅 gestisland in Japan. Its紅白 (78.4X 103 km2
) 

accounts for about 20% of Japan (377.8 x 103 kmう.

F 

官leprefectural government of Hokkaido is located in 

Sapporo City， where 31% of血.epopula世onand35%of

the hospitals are concentrated. Many people， 

except for世loselived in urban and suburb， needs 

more出neand money for consulting medical 

specialists in hospitals. Furthermore， the ratio of 

aged people in rural areas is higher than that in 

旧banare杭 soit can be inferred that the higher出e

ratio of aged people， the higher the ratio of patients 

who need medical trea加lent;3，4). We assumed出at

disparities between卸mgediagnosis and註radiation

trea加lentbetween urban hospitals and rural clinics 

existed. The p田poseof吐lepresent study w槌 to

analyze the regional characteristic and geographic 

dis凶butionof the radiological equipment (CT， MRI 

and irradiation units) and the medical staffs 

(physicians， radiologists and radiological 

。a .. 
0$  

向。

c' 

./ 

Figure 1 Secondary medical regions in Hokkaido 



technologists) in Ho地aido，by using a Lοrenzc町 ve

and G泊icoefficient (adjusted Locational Gini 

凪dexes)，which are more usually used to analyze 

income inequality， medical dis凶bution and 

mo此alityanalysis5-11) 

2. Methods 

( 1 ) Survey area and secondary medical 

reglon 

A1l of Hokkaido was the survey町 ea凪出is

study.官lere紅 e212 P血n紅ymedical regions and 

21 secondary medical regions 担 Ho肱aido

prefecture. A primary medical region w，加 decided

b剖 edon an administrative region， inc1uding city， 

town and village. A secondary medical region w部

decided by considering the geographical conditions 

and social conditions such 槌 dailylife and 

Radiological equipment and staffs distribution in Hokkaido， ]apan 
-Lorenz curve and Locational Gini Index analyses - 19 

transpo此a世onfacilities. Figure 1 shows出emap 

of Hokkaido and its secondary medical regions. 

The analysis using出.eLore回 curvewas obtained 

for the 21 secondary medical regions in Hokkaido. 

官lenumber of outpatient was counted for the 

hospitals and clinics located at each secondary 

medical regions. 

( 2) Survey i↑ems 

官lepopulation， number of outpatients per day 

and number of physicians and technologists in each 

medical region were determined according to the 

annual report of heal出 sta出ticsin Hokkaidd，4). 

Table 1 summぽizes血earea， population and the 

number of outpatients per day for each secondary 

medical region. Table 2 summarized the medical 

s阻ffrelated with the radiologic medicine and由e

Table 1 Area， population and out patients each medical region in Hokkaido 

Area Population 
Out patients 

# Medical regions (per a day) 

km2 
% Persons % Persons % 

Minami Oshima 2，642.70 3.37 447，255 7.86 100，655 9.75 

2 Minamiトliyama 1，643.34 2.10 37，982 0.67 7，851 0.76 

3 Kita Hiyama-Oshima 2，253.06 2.87 46，501 0.82 11，888 1.15 

4 Sapporo 3，539.65 4.51 2，154，646 37.85 285，167 27.63 

5 Shiribeshi 4，305.31 5.49 274，893 4.83 66，088 6.40 

6 Minami Sorachi 2，651.36 3.38 219，852 3.86 52，277 5.07 

7 Naka Sorachi 1，882.06 2.40 134，365 2.36 33，637 3.26 

8 Kita Sorachi 2，024.84 2.58 50，591 0.89 14，260 1.38 

9 Nishi Iburi 1，346.05 1.72 226，097 3.97 46，155 4.47 

10 Higashi Iburi 2，341.04 2.99 218，927 3.85 36，557 3.54 

11 Hidaka 4，811.80 6.14 89，937 1.58 19，981 1.94 

12 Kamikawa Cyubu 3，471.09 4.43 417，615 7.34 76，422 7.41 

13 Kamikawa Hokubu 4，197.80 5.35 85，904 1.51 21，292 2.06 

14 Furano 2，183.57 2.78 50，293 0.88 12，564 1.22 

15 Rumoi 4，019.83 5.13 70，403 1.24 14，186 1.37 

16 Soya 4，045.89 5.16 86，378 1.52 17，254 1.67 

17 Hokumou 5，541.56 7.07 254，756 4.48 45，524 4.41 

18 Enmon 5，148.73 6.57 91，790 1.61 20，020 1.94 

19 Tokachi 10，830.99 13.81 357，126 6.27 76，649 7.43 

20 Kushiro 5，997.17 7.65 287，643 5.05 52，497 5.09 

21 Nemuro 3，540.11 4.51 89，367 1.57 21，019 2.04 

AII over Hokkaido 78，417.95 100 5，692，321 100 1，031，943 100 
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radiologic equipment for diagnosis and irradiation. 

The number of CT， MRI and irradiation UI吐tsw部

obtained 企om吐lebasic heal血statisticsof regional 

medicine担 Japan2).We surveyed the number of 

radiologists. All data were obtained in 1996. In出is

s加dy，出ephysician was defmed as a clinician only， 

and the radiologist w掛 defi.nedas the specialist on 

image diagnosis， radi副ononcology or nuclear 

medic国In Japan， the term radiological 

technologist includes those who work with 

radiographs (X-ray technologists)， CT， MRI， nuclear 

medicine， ultrasound and radiation therapy. The 

term X-ray technologist refers加 thosewho work 

wi血radiographsand CT exclusively. In出is坑udy，出e

number of CT units included standard single slice 

CT for the head or for the whole body as well出

spiral CT. Irradiation equipment was used to 

indicate Linac (line町 accelerator)，Co-60， 

Betatoron， Micorotoron or Brach-therapy 

equipment. 

( 3) Analyses by 0 Lorenz curve and 

Locational Gini Index 

We perfo町ned both the population-based 

analysis and the outpatient幽basedanalysis using 

Lore回 curveand G凶 coefficient(Locational G加i

index analyses)ιll) by considering that there was a 

greater patient ratio in rural areas， where many 

elderly persons live，血.anin urban areas. In this 

study， we took use of吐leconcept of Locational 

Gini Index that was introduced as a method to 

measure血eindustrial regional concentrationll). A 

Lore回 curvecan show the degree of urufOI1凶tyof 

distribution of equipment and sta宜加 regional

Table 2 Medical 8taff and Radiological Equipments each medical region in Hokkaido 

# Medical regions 

1Minami Oshima 

2Minami Hiyama 

3 Kita Hiyama-Oshima 

4 Sapporo 

5Shiribeshi 

6Minami Sorachi 

7Naka Sorachi 

B Kita Sorachi 

9Nishi Iburi 

1o Higashi Iburi 

1Hidaka 

12 Kamikawa Cyubu 

13 Kamikawa Hokubu 

14 Furano 

15 Rumoi 

16 Soya 

17 Hokumou 

18 Enmon 

19 Tokachi 

20 Kushiro 

21 Nemuro 

Physician 

% 

789 8.9 

32 0.4 

52 0.6 

4，807 54.2 

288 3.2 

230 2.6 

174 2.0 

53 0.6 

306 3.5 

182 2.1 

62 0.7 

658 7.4 

94 1.1 

35 0.4 

42 0.5 

62 0.7 

220 2.5 

98 1.1 

322 3.6 

317 3.6 

41 0.5 

Radiologist 

% 

4 3.5 

o 0 

o 0 

70 61.4 

o 0 

2 1.8 

o 0 

o 0 

3 2.6 

o 0 

o 0 

24 21.1 

o 0 

o 0 

o 0 

o 0 

3 2.6 

o 0 

6 5.3 

2 1.8 

o 0 

Radiological 

E血盟国国
% 

146 6.9 

9 0.4 

12 0.6 

993 46.8 

88 4.1 

71 3.3 

52 2.5 

15 0.7 

90 4.2 

61 2.9 

22 1.0 

160 7.5 

28 1.3 

12 0.6 

15 0.7 

23 1.1 

60 2.8 

24 1.1 

117 5.5 

111 5.2 

14 0.7 

CT 

% 

30 6.7 

5 1.1 

4 0.9 

181 40.5 

21 4.7 

16 3.6 

12 2.7 

4 0.9 

14 3.1 

14 3.1 

8 1.8 

32 7.2 

6 1.3 

4 0.9 

4 0.9 

7 1.6 

20 4.5 

7 1.6 

30 6.7 

23 5.1 

5 1.1 

MRI 

% 

12 8.6 

o 0 

o 0 

53 37.9 

4 2.9 

4 2.9 

7 5.0 

0.7 

6 4.3 

6 4.3 

2 1.4 

16 11.4 

2 1.4 

0.7 

0.7 

0.7 

5 3.6 

0.7 

9 6.4 

9 6.4 

o 0 

AII over Hokkaido 8，864 100 114 100 2，123 100 100 100 140 100 

Irradiation 

% 

3 9.1 

o 0 

o 0 

16 48.5 

o 0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

o 0 

o 0 

5 15.2 

o 0 

o 0 

o 0 

o 0 

3.0 

o 0 

3.0 

3 9.1 

o 0 

33 100 



population or number of outpatients. The CUIVe 

would maintain a 45
0 

diagona1 ifthe percentage of 

equipment and staff to regiona1 population and 

outpatients was equally dis紅ibuted.The Locationa1 

G加iindex， an area between吐leLorenz CUIVe and血e

45
0 

line divided by a凶angular町ea，indicated仕le

ratio of unequa1 distribution of equipmentlstaff. 

We considered the dis凶butionof equipment and 

staff among medica1 regions 加 be田morm江the

Locationa1 Gini index was small. The ana1ysis 

proceeded as follows. First， the number of 

equipment and staff was arranged to correspond to 

由eascending of the to回1population and number 

of outpatientsωopulation!outpatient). Second， we 

ca1culated 血e cumulative percentage of 

equipmentlstaff and popula位on!outpatient.Third， 

we made a Lorenz CUIVe by plotting the cumulative 

percentage of equipment and staff against血atof 

population and outpatient. The Locationa1 Gini 

Index was ca1culated using a trapezium 

approximation without do血gsmoothing of Lorenz 

cUIVe because出eitem such as income distribution 

100 ......・...山...._...・_....・m ・・山田山................
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Radiological equipment and staffs distribution in Hokkaido. Japan 
司 Lorenzcurve and Locational Gini lndex analyses - 21 

could not be described well by a smooth Lοrenz 

cUIVe. Fur血ermore，an adjusted Locationa1 Gini 

Index was ca1cula1臼dby the equation as follows in 

order to correct the sma11-sample bias produced by 

the weight di宜erenceof出epopulation or the 

outpatients12l
• 

Here， 

G~dj=~Gπ 
-n-l 

G~j : The adjusted Loca世ona1Gini Index by血e

number of sample n 

η:官lenumber of sample (the number of 

medica1 regions in出isstudy is 21) 

Gn: The Locationa1 Gini Index by the number of 

samplen 

3. Results 

官leLorenz CUIVes for the medica1 staff are 

shown in Figure 2. Table 3 indicates the 

Locationa1 Gini Index. Through the population-

b出 edand outpatient-b回 edana1ysis of medical 

staff， it became clear出atthe distribution of 

100 

80 一-Radiologists 

l ー圃 Radiological
U官帥 60 ~ Technol;gist 

g 

B E 40 

話史

20 

。
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% outpatients 

Figure 2 Lorenz curve for medical 8taff 
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radiologists was more unequal血 組 曲atof other 

sぬ茸'. The adjusted Locational Gini Index of 

population-based analysis for radiologists w田

0.361， which was about 2.8 times 1紅ger由加 that 

for physicians. According to the population-based 

analysis，せleshapes of the Lorenz curves for 

physicians and radiological technologists were 

almost identical. The adjusted Locational Gini 

indexes for physicians and radiological 

technologists were also almost equal， at 0.130 and 

0.112 respectively. However， according to the 

outpatient-b出 edanalysis，出eadjusted Locational 

Gini index for physicians was 0.238， which was 

larger than that determined加出epopulation-based 

result. 

Figure 3 indicate the Lorenz curves for the 

radiological equipment.官le population司 and

outpatien山 部edanalyses for the dis凶butionofCT 

and MRI showed the same tendency. The 

population回baseddistribution of CT and MRI was 

identical all over the Hokkaido area. 官le

distribution of irradiation equipment was 

disproportionate in comparison to that of CT and 

MRI. All of the outpatient-based Locational Gini 

indexes were larger由加枕lOseof血epopulation・

based analysis.官leoutpatient-based Locational 

Gini index for MRI w部 3.4出neslarger由加 that

determined by the population圃based analysis 

(Table 3). 

4. Discussion 

We consider two reasons to explain non-

identical distribution of CT and MRI equipment 

throughout血eHo肱aido紅 ea官lemain reason for 

出eresults we ob阻担edis that the functions and 

responsibilities among medical facilities and 

medical staff訂enot clearly defmed in Japan. For 

example， many physicians use加 agediagnostic 

equipment in their practices， and血ereis not 

always a radiologist available to read血e面lages.

官letotal number of radiologists担 Hokkaidois 

only 114， accoun出 gfor 1.3% of all physicians. 

官leanother re回 onis that many patients prefer 

large-scale hospitals with specialists and medical 

Table 3 The number of Medical staff/Radiological equipment 
and Locational Gini Index 

Locational Gini Index Adjusted Locational 

Medical sta仔'f Numb 
Gini Index 

Radiological equipment LIfTIers P|t| 
Outpatient Population Outpatient opUlatlOn 

base base base base 

Physician 10，279 0.124 0.227 0.130 0.238 

Radiologist 114 0.344 0.438 0.361 0.460 

Radiological 
2，123 0.107 0.213 0.112 0.224 

Technologist 

CT 447 0.024 0.127 0.025 0.133 

MRI 140 0.043 0.144 0.045 0.151 

Irradiation 33 0.196 0.287 0.206 0.301 



equipment to the small-scale hospitals and clinics13
). 

Forせlesereasons， medical facilities must compete for 

patients. In order to reduce血edi宜erencesamong 

facilities加 d血ereforecollect more patients and 

make more benefit， many facilities located in rural 

町e加 h回 beenin位oducedadvanced diagnostic， CT 

and MRI equipment. As a result， radiological 

technologists were needed to operate this 

equipment. In this study， the Lorenz curves and 

Locational Gini indexes show the relationship 

between the presence of CTIMRI equipment and 

血eavailability of radiological technologists. On血e

otherhand，世leresult showed位協t血edis凶.butionof 

irradiation equipment and radiologists was not 

identical in the Hokkaido area. Radiation therapy 

requires not only equipment for irradiation， 

planning and protection but also the services of 

radiation oncologists and radiation therapy 

technologists. Thus， compared wi吐1the diagnostic 

equipment，せlerewere no factors to in位oducethe 

irradiation equipment. Therefore， the regional gap 

m出edistribution of irradiation equipment is 1町ger

100 
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than出atfor diagnostic equipment. 

h仕lIsresearch， we obta加edboth population-

based and outp組ent-b加 edanalyses. The res凶ts

showed that the regional gap between physicians， 

radiological technologists and diagnostic 

equipment according to 由e outpatient-based 

analysis w出 largerthan血atrevealed by血e

population-based analysお. This result will be 

explained by 1ぽ geregional gaps thatせlenumberof

patients in rural areas is larger由加出at担 urban

areas4). 

官lereare some problems in our analysis.日rst，

the results by Lorenz curve and Locational Gini 

index could reflect tendencies but could not make 

absolute comparisons because出eresults are 

relative values. Secondly， there are only 33 sets of 

irradiation equipment in all of Hokkaido area， so 

the line of the Lorenz curve is irregularities. We 

部:sessed the results by considering overall 

population and number of outpatients， but we did 

not consider the area of出eregions or血edensityof 

the population. Finally， although we determined 
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how much equipment there is， we did not 

investigate the rate of equipment operation. In世1e

h加re，we want to study and discuss the results we 

obtained by comparing them with other methods of 

an31ysis血atw由helpovercome仕1eseproblems. 

h 出isstudy， the geographic dis位ibutionof 

radiologic31 medicine is an31yzed some problems 

such出血ecost effectiveness and introduction 

e宜.ectsfor rur31 citizens must be solved when 

teleradiology systems are introduced into rur31 

area 
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北海道における放射線診療の分布に関する考察
ーローレンツ曲線と地域集中化ギニ係数による解析一

小笠原克彦*1 

南部敏和*2 

桜井恒太郎申3

[目的]北海道における放射線診療の地域的な不均一性を評価するために、ローレンツ曲線とサンプル数 (2次医療圏

数)で補正された地域集中化Gini係数(以下、補正Gini係数)を用いて分析を行った。[方法]分析対象はCT、MRI、放射

線治療装置などの放射線機器及び、医師、放射線科医、放射線技師など医療従事者とした。調査地域は北海道全域とし、

分析は人口を基準としたもの及び、外来患者数を基準としたものの現方で推計を行った。[結果]分析の結果、医師数と

放射線技師の人口を基準とした補正Gini係数はそれそeれ、 0.130、0.112でありほぼ均一であったが、放射線科医は0.361で

あり不均一であった。同様に、人口を基準とした推計では、 CTやMRIなど画像診断機器は北海道全域で均一に分布してい

たが、放射線治療機器は不均一であった。外来患者数を基準としたものでは、医療従事者および放射線機器の双方におい

て、人口を基準にしたもの以上に補正Gini係数が大きくなった。[考察] 医師・放射線技師および画像診断機器がほぼ均

一に普及している理由として、医療機関間・医師聞の不明確な役割分担、患者の大病院指向が考えられた。また、放射線

治療機器および放射線治療医においては、その診療の特殊性によるものと考えられた。今回の分析の問題点として、放射

線治療機器など導入が少ない機器ではローレンツ曲線が歪むこと、人口密度が考慮されず北海道の地域性が十分に反映さ

れていないこと、などが挙げられた。

キーワード:地域集中化ギニ係数、ローレンツ曲線、放射線診療、不均一分布

* 1 北海道大学医学部保健学科放射線技術科学専攻
*2 北海道大学医学部放射線医学講座
*3 北海道大学附属病院医療情報部
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(論文

ニュージーランドにおける医療制度改革と

ニュー・パブリック・マネジメント

藤漂白和*

ニュージーランドにおいては深刻化する危機的経済状況に対処するための改革が80年代中盤より着手された。この改革
は一般にニュージーランド型ニュー・パブリック・マネジメント(以下NPM)と呼ばれ、 90年代以降本格化する医療分
野における改革は、このニュージーランド型NPMの流れの中に位置づけられるものであり、特に医療制度改革の核心で
あった公立病院の独立企業体化すなわち企業化は医療分野におけるNPMの最も典型的な適応例であるといえる。いわばニ
ュージーランドにおける医療制度改革は、ニュージーランド型NPMを公的医療システムの中に導入するといった側面を
併せ持つものであったのである。本論ではまず70年代、 80年代の深刻化する経済状態を概観し、次いでニュージーランド
型NPMの中核を形成している三つの法律を検討する。そして最後に90年代の医療制度改革とNPMの関連性および医療制
度改革の成果と課題を明らかにすることを通して、ニュージーランドにおける改革の試みから学びうる点を検討すること
とする。

キーワード:ニュージーランド、ニュー・パブリック・マネジメント、医療制度改革、企業化、規制緩和、民営化、市場
原理、購入と供給の分離、医療政策

1 . はじめに

現在、日本において進められつつある医療制度

改革はいくつかの側面を持つものであるが、なか

でも国立病院の独立行政法人化の動きは、医療供

給体制における政府の関与のあり方に大きな変化

を生み出すと考えられる。こうした医療供給体制

における政府の関与のあり方に関する改革は90年

代以降、多くの先進各国において試みられてきた

が、特にイギリス、オーストラリア、ニユ}ジー

ランドといった旧英連邦諸国において、非常に類

* 国立医療保健科学院政策科学部 リサーチ・レジデント
現:新潟医療福祉大学講師

似した概念と手法に基づく改革が試みられた。こ

うした国々の改革における焦点は、これまで医療

供給体制において中心的な役割を担ってきた政府

の役割を見直すことにあり、具体的には公的医療

機関の民営化などを通して、既存の医療供給体制

をより効率的かつアカウンタピリティの高いもの

にするというもので、あった。

たとえばニュージ}ランドにおいては、 1984年

労働党政権により行財政機構の効率的運営とその

アカウンタビリテイの向上を目指した改革、いわ

ゆるニユ}ジーランド型ニユ}・パブリック・マ

ネジメント (NewPublic Management: NPM)が

着手されたのであるが、この動きは90年に政権の

座に着いた国民党が、 NPM改革の射程を社会保
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障分野に拡大することにより、医療制度の抜本的

な改革、つまり医療制度の効率性追求とアカウン

タピリティ向上を求める改革へと道を聞いたとい

える。この90年代の国民党による医療制度改革は、

91年に改革案が示され93年に実行に移されたので

あるが、 96年には国民党の単独政権から中道右派

との連立政権により、効率性重視の姿勢が緩めら

れ、 99年に労働党および中道左派連立政権に政権

の座を渡すことによって完全に終罵したといえ

る。したがって、ニュージーランドにおける医療

制度改革は、前史としてのニュージ}ランド型

NPMの開始からそれに基づく医療制度改革自体

とその終罵といういくつかの段階が存在してお

り、必ずしも直線的に改革が進んできたものでは

ないといえる。

そこで本論においては医療制度改革の基盤を提

示したニユ}ジーランド型NPMがどのようなも

ので、あったかに関して概観を行い、これが国民党

政権下で具体的にどのようを形で医療制度改革と

して展開されたのかに関して批判的に検討を行う

表1 経済動向比較
(ニュージーランド・ OECD諸国平均)

NZ OECD 
年平均実質経済成長率

1960-68 3.3 5.1 

1968・73 5.1 4.7 

1973-79 0.2 2.6 
1979旬85 2.9 2.2 
年平均失業率

1968-73 0.3 3.4 
1974-79 0.8 5.2 

1980-85 7.6 7.8 
年平均消費者物価変動率

1960・68 3.3 2.9 

1968-73 7.4 5.6 

1973-79 13.8 10 

1979-85 12.8 7.6 

出典:OECD Historical Statistics 1960-1987より筆者作成

ことを通して、日本における医療供給体制の改革

を初めとする一連の改革への教訓を引き出すもの

とする。したがって本論においては、医療制度改

革に関しては1991年に示された改革案と1993年に

おけるその実行過程に焦点をあて、医療制度改革

自体が具体的にどのような結果をもたらしたかに

関しては別途述べることとする。

2.改革のコンテクスト:国際環境の変化

と経済状況の悪化傾向

そもそもニユ}ジーランド経済の悪化は1970年

代に生じた二つの要因によって決定付けられた。

一つはイギリスのヨーロッパ共同体への加入であ

り、もう一つは第一次オイルショックである。前

者はニュージーランドから安定した農産物のマ}

ケットを失わせ、後者は圏内エネルギー価格の高

騰をもたらし、ニュージーランド経済に深刻な影

響を与えた。

こうした理由からニュージーランド経済は1973

年以降、急激に悪化していく(表1)。経済成長

率は、 60年台後半から73年までの安定した状態か

ら73年以降急激な落ち込みを見せる。インフレー

ションに関しては、他国においてコスト上昇に落

ち着きが見られた70年代後半以降、急激な伸びを

示している。失業率は数字上OECD平均と比べて

一貫して低い値を示しているが、実際のところニ

ュージーランドにおいては学生や移民など雇用補

償とは異なる形で生活補償や給付を受けている者

が多数存在しており、こうした失業者としては統

計上表面化しない者の数が経済状態の悪化ととも

に急増していた。

こうした状況に対して、 80年代前半までの国民

党政権の対応は、いわゆる公共投資を中心とした

景気刺激策が中心であり、特にその産業政策は国

際競争力を欠く囲内産業を補助金の増額や規制の
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強化などによって延命させていたにすぎなかっ

た。そもそも景気刺激策としての大型発電プラン

ト開発プロジ、ェクトなどへの公共投資は、オイル

ショック以降のエネルギー価格の国際的な高騰に

対応するためといった論拠に基づいたものであっ

たが、この石油価格の永続的な上昇といった前提

は、 80年代に入り石油価格の下落とともにその根

拠を失い、公共投資プロジ、エクトの経済的な意味

は実質的に喪失し、あとには巨額の財政赤字とい

う負債だけが残されたのであった。結果的に経済

の悪化状態に歯止めをかけることができなかった

国民党政権は、 1984年の国政選挙で敗れ、新たに

政権の座についた労働党が抜本的な改革に乗り出

すこととなった。

3.行財政改革の概要およびその特徴:ニ

ユージーランド型ニュー・パブリツ

ク・マネジメント (NPM)

労働党によって着手された1984年以降の改革の

特徴は、その目的が政府の役割の見直しを通して、

公的サービスの効果、効率を向上させるという点

にあり、さらにこの目的を達成するために民間企

業における組織原理を公的組織に大胆に導入する

というものであった。こうした考え方の背後には

新古典派経済学などの経済学理論に基づく考え方

が存在しており注l、こうした理論的基盤がニユ}

ジーランド型NPMという改革を、場当たり的な

ものではなく、論理的に一貫性のあるものにした

とされる1)。

こうした特徴は、 80年代に公表された財務省の

二つの政策文書EconomicManagementや

Government Managementなどに端的に現れてい

るL九そしてこうした考えを具体的な形で展開

したのが、 StateOwned Enterprise Act 1986、

State Sector Act 1988、PublicFinance Act 1989、

Employment Contract Act 1991、Fiscal

Responsibility Act 1994などの一連の法律群と、

政策における戦略的方向付けの強調などであっ

た。なかでもStateOwned Enterprise Act 1986、

State Sector Act 1988、PublicFinance Act 1989 

の三つの法律はニユ}ジーランドにおけるニュ

}・パブリック・マネジメントの基本的枠組みを

形作るもので、あったといえる。

(1) State Owned Enterprise Act 

1986 

ニュージーランドにおいてはこの法案成立以

前、政府が非常に多くの事業活動を自らが所有し、

その運営を行っていた。こうした事業活動は、旅

客事業、鉄道事業、船舶事業、電話事業、郵便事

業、銀行事業、放送事業、出版事業、旅行事業、

発電事業、森林事業、鉱山事業、建設事業などほ

ぼ全ての産業をカバーするもので、あった。そのた

め1970年代以降の経済成長率の著しい低下傾向に

より、政府の経済活動に占める割合がさらに高ま

りをみせたのであるが、しかしその活動内容やそ

の効率性といった点には多大な問題があるとされ

た。

このような状況下、政府による経済活動の見直

しとその改革が求められることとなったのである

が、この段階における改革へのアプロ}チには大

きく分けて商業化(commercialization)もしくは企

業化(corporatization)、規制緩和 (deregulation)、

民営化 (privatization) という三つの考え方が存

在した。商業化および企業化に関してはState

Owned Enterprise Act 1986が実施される1987年4

月からそれが始められたといえるが、この法律は、

固有独立企業体 (StateOwned Enterprises: SOE) 

が一般の民間企業と同様に効率的な運営によって

利益を生み出すと同時に、良き雇用者として可能

な限り地域利益に貢献する社会的責任を帯びた組
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織であらねばならないというこつの課題の下、政

府のコントロールから可能な限り独立した活動を

行うための環境を生み出したのであった。独立企

業体の運営は、運営担当者らに運営資源のコント

ロールが認められる一方で、価格決定やマーケッ

ティングといった組織の意思決定にかかわる問題

は、企業運営の専門家から構成される理事会

(board)の専任事項とされた。またこの独立企業

体はその活動収益から法人税を支払い、所有者と

しての政府に対してその投資に見合った配当を行

わなければならないとされた。

規制緩和は、 1986年にこの法案が策定される以

前に部分的に一部着手されていたが、まず金融、

放送、輸送といった分野で始まり、次いでその他

の政府独占事業で、あった電力、郵便、電話といっ

た分野において規制緩和が進められていった。

民営化は「政府の役割」および財政原理を再定

義することを意味したのであるが、この問題に対

する最終的な結論は、たとえ大臣がその所轄省庁

に対する権限を有するにせよ、このことは必ずし

も大臣がその所轄省庁における事業活動を行うの

に最適な立場にあることを自動的に担保すること

にはならないというものであった。従って民営化

によって非効率的な事業活動に対する政府の直接

的関与を可能な限り少なくして、政府が経済的お

よび社会的な政策上のプライオリティ決定に専念

できるようにすることが重要であるとされたので

ある。

独立企業体の所有権の一部は、財務大臣と独立

企業体担当大臣 (Ministerof State Owned 

Enterprises) らによって保持される。また政府に

対する独立企業体のアカウンタピリティは、民間

企業が投資家に対して示す企業デ}タと同様なデ

}タからなる「固有独立企業体企業趣旨文書」を

作成し公表することを通してなされるとされた。

さらに独立企業体を管理しその活動の評価を行

う組織、 CrownCornpany Monitoring Advisory 

Unit (以下CCMAU)が設立され、国有独立企業

体とは別形態の独立企業体 (CrownCornpany)、

例えば CrownHealth Enterpriseや Crown

Research Instituteなどの活動に関してもCCMAU

が評価するとされた。

( 2) State Sector Act 1 988 

State Owned Enterprise Act 1986によって実行

段階に入った改革は、次の段階として政府の公的

サービスにおけるマネジメントの効率性およびそ

のパフオ}マンスの効果といった問題にその焦点

を移すこととなり、 StateSector Act 1988はこの

問題に対応するためのもので、あった。

1988年以前この法律が導入されるまで、公的サ

ービスにかかわる全ての職員は国家サービス委員

会 (StateServices Cornrnission)に雇用され、各

省庁のトップはこの委員会によって雇用期間の規

定が明示されない形で任命されていた。さらにス

タッフの給与形態、昇進などもこの委員会が全般

的な管理監督を行っていた。

State Sector Act 1988はこうした国家公務員、

特に上級公務員の雇用システムを抜本的に改革す

ることにより、公的サービスの効果、効率を高め

ようというもので、あったが、その具体的な手法は

公的サ}ピスに民間サービスのマネジメント原理

を可能な限り取り入れようというものであり、具

体的には特定の事業を運営する担当者に、支払い、

スタッフの任命、組織、生産システムなど、事業

にかかわる全ての資源インプットをコントロール

することを認める一方で、その事業の最終的なア

ウトプットに対するアカウンタピリティを適切な

形で提示させるというもので、あった。

またこうした考え方に基づいて、事業遂行に最

も適切な人材を確保し、人材雇用および配置の透

明性を高めるために、公的サ}ピスにかかわる全
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てのポストに公募という形での人材配分方式がと

られた。また各省庁の実務担当の長は「執行責任

者 (ChiefExecutive) Jという新たな名称が与え

られ、その雇用関係は国家サービス委員会との期

限付き雇用契約に基づくものとされた。この執行

責任者は、人事、雇用形態、組織、生産システム

などの各省庁の運営に関する全ての権限を有する

とされるが、業務上の全ての責任を担当大臣に対

して持ち、かつ被雇用者としての国家サービス委

員会との雇用関係を保持するとされる。こうした

執行責任者、担当大臣および国家サ}ピス委員会

との関係の明確化は、担当大臣が直接雇用主とな

ることを避けることによって、執行責任者に及ぶ

と考えられる政治的圧力を避け、かつ執行責任者

の業務上の専門性を守ることが目的であった。

執行責任者は担当大臣との聞で、自己の業務に

関する「パフォーマンス同意書 (Performance

Agreement) Jを結ぶと同時に、大臣により示さ

れた政治的プライオリティに沿った省庁活動の特

定のアウトプットを明示した「購入内容同意書

(Purchase Agreement) Jの二つの同意書を取り

結ばねばならないとされた。

( 3) Public Finance Act 1989 

1989年までニユ}ジ}ランド政府の財政システ

ムは現金主義に基づいたもので、あった。そのため

減価償却や未払い支払金といった多年度にわたる

項目が、財政年度ごとに独立したものとして処理

され、年度の連続性が全く考慮されていなかった。

また各省庁予算が、財やサービスにかかわるイン

プットの観点からのみ構成されており、各省庁が

産出するアウトプットに対する関心は全くといっ

てよいほど存在していなかった。こうした硬直的

な予算管理下においては、個々の事業を担当する

事業担当者らは、事業遂行の結果に対する関心お

よび権限は実質的に存在しなかったといえる。つ

まりインプットのみが重視される財政システムの

下では、各省庁はその活動の結果に対する関心を

事実上持つ必要はなく、むしろ可能な限り自己予

算の拡大を目指し、かっ次年度も同様規模の予算

を確保するために、予算を年度終了時点で全て消

化しなければならないというインセンテイブのみ

が存在したのであった。

政府にとっても、こうした状況下で可能なのは

せいぜい投入財源の操作でしかなく、人員の削減

を通して生じた余剰分を公共投資などに割り振り

経済活性化を目指す以外の政策の余地が残されて

いなかったのである。結局こうした状況下ではパ

フオ}マンスやアカウンタピリティといった考え

方は生じえない。従って公的サービスの分野にパ

フオ}マンスやアカウンタピリティそしてアウト

プットという概念を導入するには、それを可能に

する新たなシステムが必要とされるのである。こ

れを具体化したのがPublicFinance Act 1989であ

った。

導入された新たな財政システムにおいて、各大

臣はサ}ピス購入者 (Purchaser)、各省庁はサー

ビス供給者 (Supplier)と位置づけられる。それ

ぞれの役割、つまり大臣は政府の目的を達成する

ために最適な形で担当の所轄省庁や関係省庁から

供給されるサービスを購入する役割を担う。また

こうした状況を可能にするためには、サ}ピス購

入者およびサ}ピス供給者両者で何が最終的に望

まれるアウトプットであるかに関して、明確な形

で認識が共有されている必要である。つまりサー

ビス購入に際しての契約内容自体の明確化とそれ

に対する両者間における正確な理解、さらに契約

にかかわる全ての手続きが透明化とそれにともな

う両者の責任の明確化といったことが必要なので

ある。

各省庁から大臣に対して供給される商品やサー

ビスといったアウトプットは、両者間における購
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入同意書の中で明確化される必要がある。つまり

サービスの質、量、価格、納期など両者間の契約

にかかわるすべてがこの同意書において明記され

るのである。こうした状況は結果として、各大臣

に対して、当該年度に購入すべきサ}ピスに関す

る熟考を促し、かつ競争的な環境にある場合には

どの供給者からサービスを購入することが最も適

切であるかという判断を求める環境を生み出すこ

ととなる。また供給者側は、サ}ピス提供にかか

わる契約期間の終了時点で、サ}ピス内容および

そのパフオ}マンスが明確な基準に基づいて評価

され、ここから得られた情報が翌年度の契約時に

用いられることを理解する必要があるとされた。

(4)ニュージーランド型NPMの成果と課題

ニュージーランド型NPMは、上記三つの法律

が支柱を成す形で展開されていったのであるが、

こうしたNPMの展開はニユ}ジーランドが直面

した問題に対するある種の回答であったと同時

に、この改革の動きにより生じた帰結はニュージ

}ランド社会に様々な変化をもたらしたといえ

る。

まずニュージーランドにおける「国家の役割」

の再定義化という問題は、 StateOwned 

Enterprise Act 1986によって一定の解答が与えら

れたと考えるべきであろう。つまりこの法律は、

国は商業的事業活動に直接かかわるよりも、独立

企業体の所有者として、その活動から得られる収

益の配分を受けるといった関与の領域を逸脱すべ

きではないということを明確にしたといえる。こ

うした形で国家の役割を明確化したことによっ

て、国は財政的負担を減らすことができ、かつ政

策目標の達成のための政策的課題やその優先付け

に専念できるとされた。

確かに国が直接的な事業活動への関与を減らす

ことは、財源的な問題を一定程度解消することに

つながることになったが、財政面以外では、特に

雇用面に関して、政府事業の独立企業体への転換

を通してより効率的な組織運営が求められた結

果、非熟練的、半熟練的雇用需要から、近代的な

マネジメント遂行能力を持ち効率的な組織運営を

担える人々への雇用需要を高め、それにともない

高等教育レベルで専門的なマネジメント教育が強

く要請されることとなった。

State Sector Act 1988は公的サービスの維持管

理および提供システムのあり方を省庁の上級人事

改革を通して抜本から変えるもので、あったが、さ

らに1991年のEmploymentContract Act 1991によ

りこの改革が一般職員にももたらされ、最終的に

各省庁における全てのスタッフの活動評価が「パ

フォーマンス」といった概念に基づいて評価され

ることとなった。その結果、公的サ}ピスに関わ

る人々の業績評価は、それ以前の踏襲的なものと

は異なり、客観的な規準に基づいた結果によって

評価がなされるという意味で、その責任に対する

アカウンタピリティが高められたといえる。だが

こうしたサービスの結果に対する個々のアカウン

タピリティの強調は、最終的な評価が求められる

期聞が通常3年から5年と短いため、執行責任者な

どに多大なプレッシャーをもたらしその離職率を

高めたとされる。

Public Finance Act 1989によってもたらされた

この新たな財務システムは以下の三つの大きな変

化を促したと考えられる。第一に執行責任者にそ

の省庁活動の全責任と権限を与えることを通して

省庁マネジメントの柔軟性と戦略性を高めた

State Sector Act 1988による改革を、財務システ

ムといった面から補強し強化した点。第二に各省

庁のサービスアウトプットにおける量と質に関す

る情報、とくに個別事業単位でのコストなどの情

報を可能な限り正確に把握する必要性を高め、そ

のための制度的基盤をもたらしたこと。第三にサ



ニュージーランドにおける医療制度改革とニュー・パブリック・マネジメント 33 

ーピスアウトプットの購入者たる大臣、供給者た

る各省庁およびその執行責任者の役割と責任が明

確化され、供給、購入に関するアカウンタピリテ

イが増した点である。

この法律により改革された財務システムは、個

別事業へのインプットやそれに伴うコストと言っ

た問題を明確化することによって一定程度解消し

たといえる。その結果、改革の焦点は、さらに供

給されるサービスアウトプットの価値や影響度、

つまりアウトカムといった点に移されていったの

であった。

4.ニュージーランドにおける医療制度改

革

(1) 90年代医療制度改革

①医療制度にかかわる問題および行財政改革と

の関係

ニユ}ジ}ランドは1930年代に公的社会保障制

度を成立させており、基本的な医療サービスを国

民一般に無償で提供してきた。医療サ}ピスのた

めの主要な財源は国による一般税であり、医療サ

}ピス提供の主要な担い手は、一次医療を担う独

立自営のGeneralPractitioner (以下GP)と急性

期医療を提供する公立病院である。またその他に

も高齢者ケアや精神病関連サービスなどを提供す

る民間医療機関やボランテイア組織などがサ}ピ

ス供給において一定の役割を担っている。

こうした医療制度は、政府による医療費支出の

コントロ}ルを比較的容易なものとしてきたが注2、

その一方でサービスの効率性、費用対効果、アカ

ウンタピリテイの欠如、サービス計画やコーデイ

ネ}ションの欠如が指摘され続けてきた。特に制

度の中核をなす公立病院の運営に関しては、その

予算の恒常的増加に歯止めがかからないなどの点

から、抜本的な改革を必要性が強く求められてい

た。また同時にニュージ}ランドを始め世界的な

医療制度改革の流れも、マクロレベルの医療費財

源のコントロールから、医療制度全体の効率性を

高める改革へとその焦点が変化してきたといえ

る制。

こうした医療制度に内在する問題とともに、 80

年代より始まった行財政改革いわゆるニユ}ジー

ランド型NPMが、外部より医療制度改革に強い

影響をあたえ、その基本的な枠組みを提示してい

た。具体的には、国による公的事業組織の企業化

を促す法律StateOwned Enterprise Act 1986が、

91年に示された医療制度改革案における公立病院

の企業化の基本的な方向性と枠組みを提示し削、

State Sector Act 1988に基づいて、企業化された

公立病院、厚生省および関係医療行政関係機関の

仕組みとガパナンスのあり方が根本的に改めら

れ、 PublicFinance Act 1989によって組織間関係

および個々の組織および担当者らの責任とアカウ

ンタピリティに関する基本的な枠組みが整備され

た。医療制度改革はこうした先行する行財政改革

の枠組みを基本としつつ、 1991年の改革案が示さ

れ、 1993年に法律として具体化していく。

②改革案の提示とその実行

1990年10月新たに政権の座に返り咲いた国民党

は、改革をより推し進め、その対象範囲を医療、

教育、雇用、年金といった領域にまで拡大してい

く。こうしたなか、医療分野における改革のたた

き台を作るため1991年初頭にHealthServices 

Task Force(以下医療サ}ピス・タスクフォース)

と名付けられた厚生大臣の私的諮問組織が設立さ

れる断。この医療サ}ピス・タスクフオ}スの検

討案に基づいて1991年7月医療制度改革案が提示

されたり。

この改革案においてはまず改革の目的が示され

たのであるが、それは①「サービスアクセスの向
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上」、②「効率性の向上」、③「サ}ピス供給形態

における柔軟性と革新性を高める」、④「医療サ

ービス消費者たる患者の選択を広げるj、⑤「医

療従事者の労働環境・条件の向上」、⑥「公衆衛

生の重視」の6点であり、さらにこれらの目的を

達成するための具体的な改革内容として以下の具

体的な実行案が提示されたので、あった注60

まずこれまで、AreaHealth Boardとして統合さ

れていたサービス購入者と供給者の役割を分離

(Purchaser IProvider split)。具体的にはサービス

購入者としてのRegionalHealth Authority (以下

RHA)を全国に4つ設立。またサービス供給者と

してAreaHealth Board (以下AHB)によって維

持管理されていた公立病院を政府所有の独立企業

体CrownHea1th Enterprise (以下CHE)として

全国に24設立。さらにサービス購入者と供給者間

の関係は契約関係に基づくものとされ、サ}ビス

購入者は担当地域における最適なサ}ビスポート

フォリオを達成するために、あらゆるサービス供

給者からサービスを購入することを可能とする。

第二にこれまで様々な形で分断されていた医療

サービス財源をRHAに可能な限り統合する。ま

た最終的には疾病マネジメントなどを可能とする

ための一次医療財源と二次医療財源の統合を目指

す注7 (図1)。

第三に公衆衛生行政およびそのサービス提供に

関して、公衆衛生サービスの維持管理行政および

その政策立案などに特化した独立機関Public

Health Commissionを創設し一元的な公衆衛生行

政を行う。

第四にサービス購入者レベルでの競争を通して

公的サービス購入者であるRHAの効率性と責任

を促進するために、国民一人一人にRHAから離

脱する権利を与え、リスク調整された一人当たり

の自己の割り当て分を、他のサ}ピス購入者

Health Care Planへと持ち出すことを可能にする。

第五に固による基本的医療サ}ピス (Core

Health Services)の確定とそれを行うための独立

図1 改革案で提示された組織とその関係
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した組織NationalAdvisory Commission on Core 

Health Servicesの創設。

そして最後に医療財源調達に関して、患者自己

負担分の引き上げと医療費負担に対する補助金の

ターゲ、ット化の促進である。

またこうした具体的な形で示された改革内容と

は別に、広く議論を求める改革課題として医療財

源調達のあり方に関して、および固による基本的

医療サービスのあり方をどのような方法でどうい

った形で決定していくべきかという二点が提示さ

れた。

だがこうした改革案に対しては十分なコンサル

テ}ションがなされなかったこともあり、結果と

して改革への国民的理解を欠き、非常に大きな反

発を招いたとされる。また地域の公立病院閉鎖に

対する感情的な反発や、医療制度における効率性

重視の姿勢が、アクセスや公平性の問題を犠牲に

してなされるのではないかという危倶が示され

た。

また制度のテクニカルな面に対する批判として

は、その国土面積が北海道を除く日本の国土面積

とほぼ同じで、かっ人口が日本の約30分の1(約

400万人)で都市部に30%弱集中している状況で

競争を可能にするほどのサービス供給者が現れる

のかという問題、医療制度下における競争を支え

るための取引費用の見積りが低すぎるのではない

か、そして新制度移行への膨大な準備作業とその

コストがどのような形で賄われるのかといった疑

念が示されていた。

改革案への反発およびその実行に関する具体的

な問題に直面した政府は、最終的に改革の法制化

段階で改革案の変更を余儀なくされた。とくに公

的なサービス購入者ではない民間HealthCare 

Planの創設の中止、国が提供すべき基本的医療サ

ービス (CoreHealth Services)の確定の断念、

そして一定の利用者負担を求めるとの観点から提

案されていた、急性期医療サ}ピスにおける検査

料、入院料の患者負担の取りやめなどが大きな変

図2 改革実行後の実際の組織とその関係
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更点で、あったといえる。

こうした変更の結果、当初計画段階では想定さ

れていたサ}ピス購入者レベルとサービス供給者

レベルの二つの段階で競争的環境を整備するとい

った状況は、実際の改革では、 HealthCare Plan 

の創設が中止され、公的なサービス購入者RHA

のみが創設され、サ}ピス購入に関しては地域独

占的な状況が生じたといえる制。また公衆衛生サ

ービスにかかわる実施を担うとされたPublic

Health Agencyの設立も断念された(図 2)。最終的

にこの法案は1993年7月1日Healthand Disability 

Services Act 1993という形で実行に移された。

③改革後

改革案が当初想定していた競争原理の導入によ

る制度効率の向上という目的は、その導入が限ら

れた範囲のサ}ピス供給者レベルでのもので、あっ

たという意味で、暖昧なものとなってしまった観

がある。またサービス供給者レベルの競争は、結

果として不採算施設やサービスそのものの減少を

もたらすと想定されていたが、実際は政府が予期

した通りには進まなかったといえる。

サ}ピス供給レベルでの競争原理が機能しなか

った理由にはいくつかの原因が考えられるが、最

も重要な問題点としては、まず以前から指摘され

ていたように、独立企業体化された公立病院CHE

とサ}ピスに関して競合する他の医療機関、特に

民間医療機関が十分に存在しなかったこと削。さ

らにCHEが企業体として十分な収益をあげるよう

な形で運営されることが求められていた一方で、

CHEにはそれが位置する地域における社会的責任

が付与され、それを果たすことが法的にも明記さ

れていた注10。こうした矛盾する目的をCHEに強い

ることは、当然のこととしてマネジメントの非一

貫性を許容する余地を生み出したといえる。こう

した問題は医療組織におけるガパナンスの問題と

相まって、 CHEのパフォーマンスを著しく低下さ

せたといえる注目。

またサービス購入者であるRHAとサービス供

給者であるCHE聞における契約関係の確立に際し

て、両者の役割と責任を明確化し、それぞれに成

果に対するアカウンタピリテイを求めたことは制

度自体のアカウンタピリティを高めたという意味

で、一定の成果があった。だがしかし、サービス購

入者であるRHAがCHEのサ}ピス水準が適切で、

あるかを判断するためのベ}スラインデ}タが存

在しておらず、契約に際して、両者間における客

観的なデータに基づいた交渉を行うことが当初は

不可能であった。そのため改革当初は結果的に、

92193年度医療費予算において、 CHEの赤字を補

填するという形で政府は契約額以外に追加支出を

認めざるをえず、 93/94年度予算に関しても、前

年度予算の 2%減額という形での支出額を決定せ

ざるをえなかったといえる九

5.まとめ

以上見てきたように、ニュージーランドにおけ

る医療制度改革は、 80年中盤より始まった一連の

行財政改革いわゆるニュージ}ランド型NPMを

その基盤としている。特に医療制度改革の核心で

あった公立病院の独立企業体化は、それに伴う組

織ガパナンスの改革、サービス購入とサービス供

給の分離、契約に基づく関係性とアカウンタピリ

テイの確保、発生主義会計システムの導入などと

ともに、それまでのニユ}ジーランドにおける医

療供給体制とは全く異なる制度的環境をもたらし

たといえる。

こうしたニュージーランドにおける改革の経験

から学びうる点は、第一にニユ}ジ}ランドにお

ける医療制度の改革はNPMといったより大きな

改革の枠組みに基づいてなされたものであり、そ
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の意味で改革の目的とその論拠が比較的明確であ

ったといえる。こうした点は改革への理解を容易

なものとするだけでなく、その目的と論拠に対す

る開かれた議論を可能にすると考えられる。

第二に組織内の経営に携わる者の役割およびそ

れに伴う責任を明確化し、かっその業務の結果を

客観的に評価するシステムを通して組織内の経営

に対するアカウンタピリティを高めたこと。こう

した仕組みは、単に医療組織が個別に模索したと

いうよりも、 StateSector Actといったより基本

的な枠組みが提示されていた点が重要であると考

えられる。

第三に個々の医療組織に求められる目標を客観

的な契約という形で明示化したこと。このことに

よって個々の組織の活動に対するアカウンタビリ

テイが著しく向上したといえる。ただしこの目標

をどの程度まで達成したかに関しては、臨床行為

に関するデ}タをも含む、医療組織の活動に関す

るデータが必要であり、かっそのための情報シス

テムの整備が欠かせない。だが改革初期の段階で

は十分なデータもそれを収集するための情報シス

テムも存在していなかった点は問題であるとされ

る。

そして第四に求められる課題が単一のものでは

ない、つまり複数の課題を同時に追求することを

医療組織が求められた場合、この状況は医療組織

の効率的運営を妨げるばかりか、その活動結果に

対するアカウンタピリティをも不明確なものとし

てしまう可能性が高い。ニュージーランドの場合、

組織の柔軟性を高めるために権限の委譲を進める

という名目の下、こうした相矛盾する課題が組織

に与えられ、このことが結果として効果的な組織

運営やそのアカウンタピリティに問題をもたらし

たといえる。したがって医療組織が公的性格とし

ての公共性を課されながら、同時に利益追求もし

くは効率的な組織運営のバランスをどのようにと

るべきかに関して個別の組織が適応することが可

能な指針などが示される必要であると考えられ

る。

最後に技術的な面として、公的医療組織に可能

な限り民間組織の経営的手法を取り入れて、組織

の効率性を高めようとする試みは魅力あるもので

あるが、しかしそのためには個々の医療組織にお

けるあらゆる活動のアカウンタピリティを高める

仕組み、つまり組織自体と組織マネジメントを担

う者の客観的なパフォーマンス評価とその結果に

対するアカウンタビリティの確保が求められる。

さらにこれを可能にするためには組織がかかわる

活動に対する包括的なデータが必要であり、その

ためのハード面のみならずソフト面における情報

システムの整備が欠かすことができないといえ

る。
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注

1 Public Choice Theory、AgencyTheory、

Transaction-Cost Economicsなどの経済学理論

の影響に関してはTreasury.Briefing to the 

Incoming Government: Government 

Managemen t. Wellington: N ew Zealand 

Treasury， 1987. Scott， G. and Gorringe， P. 

Reform of the core public sector: The New 

Zealand experience. Australian Journal Public 

Administration 1989; 48 (1). Horn， M. The 

Political Economy of Public Administration-

Institutional Choice in the Public Sector. 

Cambridge: Cambridge University Press， 1995. 

を参照。

2 医療費支出のコントロールが容易であるとの

意味は、かつて公立病院は国の機関として他の

政府機関と同様な方式で予算投入がなされてき

ており、予算というインプットレベルでのコン

トロールが比較的容易で、あったということであ

る。ただしGPに関してはその支払いが出来高

払いのため、そのコントロ}ルが難しく、厚生

省における長年の懸案となっていたとされる。

3 先進各国における医療政策上の論点が医療制

度自体の効率性を高める必要があるという点に

行き着いた理由は、それまでの医療費財源をコ

ントロールするというマクロレベルでの政策が

壁に突き当たっていたためであると考えられ

る。

4 ただし公立病院の独立企業体化はState

Owned Enterprise Act 1986によってではなく、

Hea1th and Disability Services Act 1993によっ

て法的な根拠が与えられた。ちなみに政府所有

独立企業体としての公立病院の法的位置づけは

Crown Entityで、あるとされた。

5 この医療サ}ピス・タスクフォースの最大の

検討課題は、医療組織全体の効率性を高めるた

めに、競争原理をどのように既存の医療制度に

導入するかという点にあり、以下の文献を中心

に競争原理導入の理論的かっ実際の問題点に関

する検討がなされた。 Enthoven，A. Theory 

and practice of managed competition in hea1th 

care finance. Amsterdam: Elsevier Science 

Publication Co.， 1988. Secretary of State for 

Hea1th. Working for Patients. London: HMSO， 

1989. Van de Ven， W. From regulated cartel to 

regulated competition in the Dutch health care 

system. European Economic Review 1990; 34: 

632-645. 

6 この医療制度改革案は一般にはGreen&

White Paperと呼ばれ、白書部分 (WhiteParts) 

は既に決定された内容を知らしめる部分、緑書

(Green Parts)は広く国民に議論を求める部分

とされている。だが実際は議論の余地の残され

ている緑書部分は、長期的な医療財源調達のあ

り方、具体的には社会保険導入の是非にかかわ

る点と、国による基本的医療サービス (Core

Health Services)をどのように決定するかとい

うこ点にすぎなかった。

7 ニユ}ジーランドにおいては93年まで厚生省

の地方出先機関であるAreaHealth Board 

(AHB)が各地域における保健医療行政を管理

してきた。 93年までの医療制度体制とAHB改

革に関しては藤津 由和.健康目標設定政策と

ヘルスセクタ}改革一ニユ}ジーランドにおけ

る初期ヘルス・ゴール&ターゲット設定の試

みー.保健医療社会学論集 2000;11: 94-103.を参

照。

8 1991年の改革案で示された制度的特徴は、保

険者間の競争、いわゆるマネジド・コンピテイ

ション (ManagedCompetition)と供給者間の競

争、いわゆるマネジド・マーケット (Managed
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Market)もしくはインターナル・マーケット

(Internal Market)の二つの市場を医療制度に

導入することを目指していたが、実際の改革で

は後者の供給者間における競争のみに限定さ

れ、そうした意味で市場原理の導入は当初の計

画よりもより限定されたものとなったといえ

る。

9 ニュージーランドの医療制度は基本的に公的

システムを基盤としているため、民間医療機関

は老人病院、眼科、歯科およびGPといったも

のに限定されてきた。そのため公的な医療機関

と対等に競争しうるような医療機関はそもそも

存在しえなかった。だがこの改革時における政

策的合意としては、民間老人病院などが、その

機能を高度化させて特定の疾患に関するサ}ピ

スを提供することによって、サービス全体では

ないにせよ、特定のサービスに関してCHEと競

争的状況が生じるとされた。だが問題は、そも

そもCHE以外の民間医療機関を新たに創設され

た医療サービスマーケットに参入させるような

インセンティブ構造が制度自体に全く存在して

いなかったことにあった。

10 Health and Disability Services Act 1993 

Session 110 CHEにとってここで意味されてい

る社会的責任とは、実際のところ不採算サービ

スを提供し続けることを意味した。

11 ここでの医療組織におけるガパナンスの問題

とはすなわち、公立病院という専門職と官僚主

義が支配する組織に、民間型のコーポレート・

ガパナンスを適合させようとしたことから生じ

た問題で、あった。この点の検討に関しては、藤

津由和.ニュージ}ランドおける医療制度改革

とクリニカル・ガパナンス.病院 2003;62(7): 

601・604.を参照。
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New Public Management and Health Sector Reform 
in New Zealand 

Yoshikazu Fujisawa， M.A.， Dip.P.H.中

New Zealand has faced serious economic deterioration since 1970's. New Zealand Government had 

to embark itself in changing its administrative s加lctureωdealwi仕1its economic problems in 1980'. 

The restructuring by the Government has been called the “New Public Management" of the New 

Zealand model.官lereform of the health sector that started drarna世cally皿1990'shad a big influence 

from the leading restructuring，“New Public Management"回 1980'.Actually the main reform of the 

health sector was corpora廿zationof public hospitals出athad a based on concep臼andfrarnes of the 

reform of “New Public Management" . This article reviews出eeconomic situation of New Zealand in 

1970's and 1980's to the beginning and then analyzes characteristics of the New Zealand model of 

"New Public Management" . And also吐lecharacteristics and the environment of the reform of health 

sector in New Zealand are pointed out. Finally with evaluating a consequence of the adaptation of 

"New Public Management" to the health sector， it is shown what we can learn企omthe New Zealand 

e却 enence.

[key wordsl New Zealand， New Public Management， Health Sector Reform， Corporatization， 

Deregulation， Priva吐zation，Market Mechanism， PurchaserlProvider Split， Heal吐1Policy 
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論文

The Use of Pharmacoeconomics 

in the US Healthcare System 

Gregg L. Mayer， Ph.D. * 1 

HakugiKiyono牢 l

Hiroyuki Sakamaki， M.B.A. * 2 

Healthcare expenditures in the United States are growing by almost 10% a year， and reached approximately $1.3 trillion in 
2001. Drugs accounted for about 10% of this amount However， the market for prescription drugs is growing at a rate of 
15.7%， and has exhibited much higher growth than overall health expenditures. The expansion of managed care since the 
nineties has brought with比avariety of means to con仕01health spending. Originally just in hospitals， MCOs， PBMs， and 

physicians groups have now also formed pharmaceutical and therapeutics (P&T) committees in order to list new drugs in and 
update formularies. The use of pharmacoeconomics by P&T committees in formulary control has been increasing in recent 
years. Pharmacoeconomic approaches to evalua甘ngphysician activities， such as the cost-effectiveness of prescribing habits， is 
also growing more common in hospitals and other medical care settings. Pharmacist associations and academic societies with 
an interest in managed care are now providing educational programs for their members and related professions， as well as 

guidelines to standardize the use of pharmacoeconomic analysis. Observing practical applications of pharmacoeconomics， and 
its results， in the US provides usefullessons for improving the use of pharmacoeconomics in the health services in Japan as 
well. 

[keywords] pharmacoeconomics， USA， drug distribution， formulary 
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1. Pharmaceutical Sales and 

Distribution in the US 

( 1 ) In↑roduction 

Pharmaceutical products are important tools 

used by physicians around the world. Nearly half 

of worldwide pharmaceutical sales occur in出eUS，

wi出 Japana distant second at about 15%.官leUS 

healthcare market is largely a free and班 rregulated

healthcare market， putting buyers and sellers of 

products， such回 prescriptiondrugs， on opposite 

sides of a tough negotiating table. This chapter 

describes the US healthcare market， health 

insurance， the market for prescription drugs， and 

how they紅 ebought and paid for within the US' 

fragmented reimbursement system. 
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(2) US Heal↑hcare Expendi↑ures 

Al血oughthe rate of increase has dropped below 

10% in recent years， national healthcare 

expenditures 加pped$1.425凶llion血 2001，an 8.7% 

increase from the previous year. Approximately 

$1.373佐世ionwぉ spenton healthcare services and 

supplies. One hundred forty billion， or about ten 

percent， w'部 spenton pharmaceutical products as 

shown in Figure 1. Figure 2 shows the major 

categories of national healthcare expenditures. 

While the largest spending categories such as 

hospital care services ($451 billion)， and physician 

and clinical services ($313 billion) increased by 

8.3% and 8.6% compared to previous year 

respectively， the rate of increase担 prescription

drug spending ($140 billion) rose by 15.7%. The 

pace of prescription drug increases eased from 

図 National
Healthcare 
Expenditure 

醐 Prescription
Drugs 
Expenditure 

1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Figure 1 Growth in National Healthcare and Prescription 
Drug Expenditures 

Source: Levit et.aL. (2003)“Trends in U.S. Healthcare Spending 2001，" Health Affairs January/February 



圏 HospitalCare 図NursingHome Care 

国 OtherSpending 臼Physicianand Clinical Services 

・AdminCost 口PrescriptionDrugs 

Figure 2 Components of National 
Health Expenditures ・2001

Source: Centers for Medicare & Medicaid Services: Health 
Accounts web site 
Figures do not add to 100% due to rounding. 
Other Spending includes dental services， other professional 
services， home healthcare， durable medical products， other 
nondurable medical products， government public health 
activities， research， and construction. 

19.7% in 1999 and 16.4% in 2000， but was still twice 

部 hlgh部 allother spending categories1l. 

According to出eOrganisation for Economic Co-

oper瓜ionand Development (OECD)，担 1998，the 

US had the hlghest per capita healthcare cost in出e

world， $4，165. Spending on pharmaceuticals per 

capita was $422， a close second to France， who 

spends the most per capita on drugs担血eworld. 

But吐lecost of pharmaceuticals回 ashare of total 

USheal血careexpenditure was only 10%， one ofthe 

lowest among OECD countries. By 2001， US per 

capita healthcare costs had risenω$5，045勾.

The Use of Pharmacoeconomics in the US Healthcare System 43 

( 3) US Healthlnsurance Sys↑em 

The United States is山首quein that it does not 

have a n副onalhealth insurance program and 15% 

of血epopulation has no insurance coverage at all. 

Heal血carefor吐leur由lSuredis paid for directly out 

of pocket， or by a complex patchwork of federal， 

state， local government， and privately funded 

programs ge町 edprimarily toward the low income 

uninsured. Federal and state govemments were 

血epayers for about 26% of血epopulation through 

Medicare， Medicaid， and other public programs. 

The remaining 59% of Americans are covered by 

private health insurance that they either receive all 

or恒 p町t部 abenefit from出eiremployer， or pay 

for由emselves.Overall， public funds pay for about 

46% of healthcare spending (i.e. the sum of 

Medicare， Medicaid， and other public spending)， 

while private spending accounts for 54%， as shown 

in Figure 3. Wi吐linthe private spending category， 

priva民 heal出 insurancepaid for 35% of healthcare 

spending， while out of pocket spending paid for 

another 14%. In terms of prescription drug 

spending， public funds paid for about 23% of 

prescription drugs， while the private sector， 

including out of pocket spending and private health 

insurance， paid for 77%， as shown恒Figure4.P紅t

of the reason private spen品ngon drugs is so hlgh， 

is that outpatient drugs are not currently covered 

by traditional Medicare3). In 2003， Congress passed 

legislation to begin to provide prescription drug 

coverage in 20064). 

The US health insurance system has gone 

through drastic changes in the 1部 tdecade. Up until 

the early 1980's， traditional indemnity， fee-for-

service insurance coverage dominated. As the cost 

of healthcare started to rise rapidly， purchasers of 



Clirucal Management of Pharmaceuticals (CMoP). 

DRUG works with doctors on an ongoing basis to 

promote cost-effectiveむuguse habits today， while 

CMoP takes a historical look at patients on off-

formulary drugs for long periods of t凶 eandworks 

w抽 thedoctor to try to understand the reasons for 

the off-formulary prescription. 

KP's pharmacy has undertaken a number of 

formulary strategies to reduce the cost ofむugs.

For example， in the紅 e加 ofantidepressants known 

as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)， 

出ereare many products on the market， but血eyall

have basically the same effect according to the 

scientific literature. Fluoxetine (Prozac) has now 

gone off patent and is available in generic form for 

a lower price then the brand name SSRIs. In turn， 

KP's ph細 lacypurchasing group h加 negotiateda 

favorable price with a generic fluoxetine 

manufacturer in exchange for promoting the 

product among their physicians. The purchasing 

group feels they need to be able to “deliver" 

between a 50-90%“market share" within KP of a 

single product in order to gain a favorable 

negotiating position wi血manufac加rers.

The pharmacy department uses a number of 

methods to promote formulary products among KP 

physicians in order to gain necessary market share 

for favorable negotiations. Pharmacy offers 

lectures and educ組 onalliterature，has a telephone 

consultation service where doctors can ask 

questions about all世uguse in出位 patients，and 

has designed tools just for KP physicians. For 

example， pocket sized cards for doctors list the 

choices of drugs in a catego可， such as SSRIs， and 

note the much lower price per month to KP of 

prescribing fluoxetine， $44/month， versus 
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fluvoxanlIne仏uvox)at $120/month or paroxetine 

(Pぉdl)at $377/month. They want由edoctor to be 

able to see吐ledi宜'erencesin price， weigh抗inwi出

由ebenefits， and make up也位ownminds.

To track results of these efforts， DRUG and 

CMoP provide weekly reports of new SSRI“s阻rts"

(i.e. new patients on SSRIs) to each region， facility， 

and individual provider.官邸 allowsevaluation of 

formulary compliance at alllevels， and the reasons 

behind non-compliance to be examined. The 

results of these effor臼forSSRIs is that nearly 70% 

of new prescription starts are generic fluoxetine， 

accounting for only 16% of total antidepressant 

costs， whereas the other 30% of new st紅tsbeing 

fi.lled by brand name producおaccountfor血eother 

84%ofco踊.Overall， 70% of KP's prescriptions間

filled by generics， which account for only 15% of 

to凶世ugcosts， whereas 30% are fi.lled wi由 brand

name出ataccount for 85% of totalむugcosts. In 

categories where generics are available， 98% of 

drugs dispensed are generic. 

Wi由inKP， pharmacoeconomic analysis provides 

additional perspectives when considering new 

drugs位協tare only marginally di宜erent社lantheir 

predecessors， but sold at substantially higher 

prices. For example， traditional NSAIDs have 

come off patent， and companies have developed a 

new generation of NSAIDs known as COX-2 

inhibitors. These products are sold primarily as 

be加gsafer血antraditional NSAIDs， due to reduced 

GI bleeding， and now account for about 1/2 the US 

NSAID market. The cost of the new drugs far 

exceeds that of the位aditionalNSAIDs. Using the 

results of a peer-reviewed study published by 

Stanford University researchers33l， ph紅m配 istsand 

their physician rheumatologist colleagues 
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• Other Public 口Out-ofPocket • Other Public 口Out-ofPocket 

図 Medicare

Figure 4 Sources of Payment for Drugs: 
2001 

回 OtherPrivate 

Figure 3 Sources of National Health 
Expenditures -2001 

騒 Medicare

Source: Levit et.al.， (2001)“Trends in U.S. Healthcare 
Spending 2001，" Health Affairs January/February 

Source: Centers for Medicare & Medicaid Services: Health 
Accounts web site 

healthcare in a cost-e百'ectivemanner"5J• Now over 

93% of the privately加suredpopulation is covered 

by one fonn of managed care or ano血erwhile OIUy 

heal白血surance，particularly employers， began to 

seek ways to gain control over the growth. Health 

insurers responded by introducing a variety of 

7% percent is covered by位aditionalfee for service 

insurance， as shown in Figure 5. 

innovative healthcare cost reduction techniques， 

Medicare and such部 utilizationreview， case management， and 

Medicaid programs also both have substantial better preventive healthcare in order to reduce 

managed care penetr.副 on.

Transi註onto managed care brought changes 加

payers and purchasers as well出加 providersand 

These efforts led to the development of 

managedc町e.

costs. 

The 1990s saw a rapid expansion in managed 

patients. Purchasers are typically employers that care， which can be defined as“a system of 

purchase heal出 plansfrom payers usually known healthcare reimbursement and provision由atuses 

as health insurance companies， or today， as financial incentives and administrative and clinical 

Providers 

inc1ude facilities， such as hospitals， skilled nursing 

managed care organizations (MCOs). management con仕ols加 directpatients to e宜icient

providers who are responsible for delivering 



facilities， or nursing homes， as well回 personnel

that provide medical services such as physicians， 

pharmacists， dentists， nurses and other allied 

professionaIs. 

While pharmaceuticals account for onIy 10% of 

healthcare spending， they are key tools in the 

provider's toolkit， and the $140 billion spent in the 

US last year makes it a large and important 

indus位y.Pharmaceutical product development is a 

complex， long (10司 15years)， and expensive 

process， with the average new drug now costing 

approximately $800 million to develop. 

Prescription， dispensing， and administration of the 

rightむugto the right pa世entis a complex chain of 

圏POS

口PPO

瞳HMO

図Indemnity

1980 1996 
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actions involving numerous parties starting from 

the manufacturers， to wholesalers， pharmacy 

benefit managers， health plans， hospitals， 

physicians， pharmacists，組dfinally the patient. 

( 4) Prescrip↑ion Drug Marlくe↑:

Manufacturers and Sellers 

①Manufacturers 

Pharmaceutical companies can be categorized 

i加ntωot伽hre白ema悶1悶叫刈a伐吋j抑j

companies such邸 Pfi白ze町ra加ndLi凶j]J町ly紅 e加V刊01討ve吋di泊n 1 

all aspects 0ぱft由heproduct f仕romresearch， 

d白eVI刊elopmen凶1此t，manufacturing， to selling the drug. 

Whereas， smaller scale biotechnology companies 

Managed Care 

1998 2001 

Figure 5 Changes in Health Plan Enrollment: 1980~200 1 

Source: Mayer & Tanaka (1997) Managed Care Development and Innovations in the US， and their Policy 
Implications for Japan; Gabel et. al.， (2001)“Job-Based Health Insurance in 2001: Inflation Hits Double digits， 
Managed Care Retreats，" Health Affairs， Vo1.20， No.5 September/October 
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andnicheむugdiscovery companies， focus on世ug

discovery for certain target diseases， or specific 

platform technologies. The drugs discovered by 

these companies are 0立enlicensed out to major 

pharmaceutical companies for manufacturing and 

sales. Finally， generic drug companies 

manufacture drugs whose patents have e}中ired.

These companies can produce and sell the product 

at a lower price because they are not burdened 

with the research and development costs血atwent

into吐leproduct. Major pharmaceutical companies 

and generic drug companies have very different 

views on the pharmaceutical market. 

②Wholesalers 

Ninety percent of prescription drug wholesaling 

is performed by出e官ig官官ee"むug.wholesalers: 

McKesson HBOC， Inc.， Company， Cardinal Health， 

Inc.，組dAmeriSource Bergen. Prescription drugs 

are purchased in bulk from the manufacturers by 

these wholesalers. The drugs are stored in the 

wholesalers' warehouses， and then resold to re臼2

pharmacy chains and hospitals. Since wholesalers 

勿picallypurchase large quantity of drugs at a time， 

manufac加rersbenefit from reduced small volume 

transactions leading to reduced selling， handling 

and logistics cos凪Purchaserson the other hand 

are relieved from the cumbersome process of 

buying only a few drugs each from several 

manufacturers，and社lehigh cost of tying up capital 

in large amounts of inventory. 

The Big Three also serve as brokers in 

回nsactionsbetween the manufacturers and retail 

chains or hospitals. In these cases，せlewholesaler 

purchases the drugs in bulk on behalf of the 

customer， but does not take them into invento町・

Instead， they are delivered directly to the 

customer's warehouse. In these transactions， 

wholesalers generate revenue from both ends. 

Customers (i.e. the retail pharmacy chain or 

hospital) pay the wholesaler an“up-charge"， a fee 

for the cost of distribution， and other brokerage 

fees.百leむugmanufactures pays the wholesaler a 

buy-side margin that consists of cash rebates and 

discounts for prompt and/or early payment. 

The wholesaler also provides numerous other 

services to manufacturers， dispensers and other 

customers such as Pharmaceutical Benefits 

Management Companies (PBMs)， con位actresearch

organizations (CROs) conducting clinical trials， 

integrated delivery networks (IDNs) and group 

purchasing organizations (GPOs). These services 

include private label and control label programs 

whereby the wholesaler packages and labels 

product to meet the Food and Drug Administration 

(FDA)'s strict Good Manufacturing Procedures 

(GMP) guidelines for investigational drug trials. 

Wholesalers support pharmacies through 

promotional programs， such as providing 

pamphlets， si伊s，and reimbursement for the re句il

pharmacy's advertising expenditures for specific 

products being promoted at that time. Generic 

sourcing programs enable the wholesaler to 

negotiate lower prices with generic manufactures 

on behalf of its customers， by pooling many orders 

together. This has contributed to more competitive. 

generic世ugpricing. Automated血ird予artyclaims 

processing services facilitate real出nereview and 

adjudication of prescriptions by third party payers 

such as insurance companies. This allows 

pharmacists to perform drug utilization review 

(DUR) in real t加e肌 dnoti命thepatients on the 



spot of current formulary requirements and!or prior 

authorization rules. Re祖且 zoningsystems enable 

products to be shelved immediately by the retail 

pharmacy部 theycome delivered to由estore wi血

price labels already on each package. Some 

wholesalers also provide point of sale cash register 

systems where pharmacies are better able to 

manage inventory， through direct， regular 

位'ansmissionof inventory needs 加 thewholesaler， 

alsoens田恒gupωdatedrug pricint). 

Under the Big Three， there are regional 

wholesalers， and numerous smaller sub-regional 

and specialty wholesalers. The regional 

wholesalers serve a similar client base as the Big 

Three， often providing some of the above value-

added services regionally. In addition， there are 

secondary wholesalers who， instead of carrying a 

full product line， focus on ma油 19spot purchases 

of drugs occasionally on sale by manufac加rersat a 

large discount.官lesedrugs are then sold to other 

wholesalers as they訂 eneeded7).

( 5) Prescription Drug Market: Purchasers 

①Heal↑hcare Institu↑ions 

Healthcare institutions include hospitals， clinics， 

nursing homes， home healthcare providers， 

managed care providers， gove町田lentagencies， and 

various alternate care providers. This group in 

1998 purchased approximately $25 billion in 

prescription drugs， 75% from wholesalers， the 

remaining 25% directly from manufacturers. In 

order to increase purchasing power for negotiating 

larger discounts， healthcare institutions have 

formed integrated delivery networks (IDNs) and 

group purchasing organizations (GPOs) that 

negotiate wi出 manufacturersand sellers on behalf 
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of血.eirmembers8
). 

②Pharmaceutical Benefits Managemen↑ 

Companies (PBMs) 

PBMs contract with major employers， insurers 

and MCOs to administer and provide members wi出

prescription drug benefits at a lower cost than 

could be achieved by the health plan alone. The 

PBM typically charges血ehealth plan a fi.xed per 

member per month fee for all drugs covered.官le

PBM makes a profit by acquiring and dispensing 

drugs needed by those members at a lower cost 

than the member fees. While bearing some risk， the 

PBM gains negotiating clout with manufacturers 

and wholesalers as it grows in members covered 

forむugbenefits. In order to profitably manage仕le

世ugbenefit for its members， PBMs negotiate for 

rebates with世ugmanufacturers in exchange for 

large volume sales， develop pharmacy networks for 

its members， manage a cost-effective formulary， 

perform prospective and retrospective DUR， and 

promote generic世ugsubs出 ltion9
).

③Retailers 

Retailers include independent批ugstores， retail 

chain pharmacies， and mail order pharmacies 

where patients take the prescription they receive 

from th位 physicianand have it filled. America has 

virtually 100%“bungyo'¥i.e. separation of 

prescribing and dispensing. In the US， it is also 

common practice for physicians to use the 

telephone to order a prescription for a patient， 

usually after a telephone consultation and often for 

a refill of an existing prescription，血ussa吋ng吐le

patient a trip to the doctor's office. Also， most 

prescriptions have several “refills"， as decided by 
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仕ledoctor， where a patient can simply return to出e

pharmacy for an additional supply of medicine 

when the世stbatch runs out. This is p訂 tic凶町ly

common for patients with chronic disease， who 

may take the same medicine for years. These 

patients may also take advantage of lower prices 

offered by mail order pharmacies. 

( 6) Distribution and Pricing of 

Prescrip↑ion Drugs 

Regardless of their health insurance coverage 

status， most people purchase prescription drugs 

企oma pharmacy. Sales for retail pharmacy outlets 

accounted for 90% of total outpatient prescription 

世ugsales阻 1998.

In April 2000， the Department of Health and 

Human Services (DHHS) conducted a study on 

prescription世ugpricing. One segment of吐lestudy 

reports on the pricing of prescription drugs. Table 

1 is an illustrated hypothetical example from出 s

study showing how the brand-nameむugprice is 

set for each type of purchaser and the amount paid 

by each end userlO
). 

①Lis↑Price 

Despite its name，“average wholesale price" 

(A WP) is not the average of the amount paid to 

wholesalers by reta且pharmacies.Instead it is the 

“list price" or suggested wholesale price promoted 

by the manufacturer. As shown in Table 1， the 

actual sale occurs at a discount from the AWP， 

which is used primarily as a benchmark. 

Manufacturers are f世間加 set吐leprice of drugs at 

出elevel they believe the market will be民 basedon

factors such泊 competition，perceived superiority 

versus earlier generation products， and 

increasingly，血epharmacoeconomic benefit of出e

product. Wholesale prices are not regulated. The 

fact that manufacturers are increasingly using 

pharmacoeconomics to sell their products， means 

血atMCOs， PBMs， hospitals， and others that make 

purchasing decisions， especially pharmacists， must 

be knowledgeable加出efield and able to discern 

good and bad assertions of benefit， based on the 

data presented. 

hせlefirst transaction担Table1， the wholesaler 

purchases the drugs from the manufacturers at a 

discount 企omAWP， typically about 20%. From血e

second transaction forward， the rate of discounts 

and rebates begin to vary according to the 

purchasing power of the purch節 目11)

②Cash Cus↑omers 

Typically， cash customers (both those without 

coverage and those with less restrictive managed 

care health plans) pay nearly 15% more than出e

customer with出irdparty世ugcoverage. If these 

cash customers have insurance， they will pay cash 

up front， then later submit the receipt for insurance 

reimb町 sement.Plans such加PreferredProvider 

Organizations (PPOs) typically reimburse the 

member for 80% of the purchase price， but this 

depends on the specific health pl加.百lecustomer 

may be free to go to any pharmacy to get their 

prescription filled， or血eymay be directed by their 

health plan to a specific pharmacy， depending on 

出ehealth plan. 

Upon purchasing the drug at AWP， the 

wholesaler will sell抗tothe pharτnacy with a slight 

markup， usually around 2 to 4%. The pharmacy 

then sells the世略的 theconsumer at a price that 

includes its cost for acquiring the drug from the 
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who1esa1er p1us a retail markup. Retai1 markup 

varies byむug，but markups in血erange of 20 to 

discount for commonly used medications as“10s8 

25% are common. 

Various pricing strategies are used since retai1 

pharmaceutica1 pricing to consumers is a free 

market and not regu1ated. For examp1e， the 

phannacy may set a 10wer markup for maintenance 

medications to encourage出eirregu1ar customers 

to return regular1y， while setting a higher markup 

for acute medications. They may also set a deeper 

1eaders" in order to attract cash customers to buy 

other medications and non-medica1 products. 

Recent1y， discount warehouse stores have a1so 

opened pharmacies often selling brand name drugs 

cheaper位lanmany retail phannacies12l
• 

③Insurers and PBMs 

PBMs can negotiate discounts and rebates from 

both ends of the pricing chain (i.e. from both 

Table 1 IlIustrative Example of Pricing for Brand Name Prescription Drugs 
by Customer Type 

Cash Customers 
(No 3，d party Insurers and HMOs' Medicaid 

Federal Supply 

payment at pomt PBMs 
Schedule 

of sales) 

List Price (A WP) $50 

Manufacturer's price: 
$40 $40'ホ $34 $40** $24 Manufacturer to 

wholesaler or other entity (AWP司20%) (AWP-20%) (AWP・33%) (AWP・52%)

Acquisition Price: 
$41 $41 

Wholesaler to pharmacy 

Retail price at pharmacy: $46*事

Total of amounts paid by $52 

customer and reimbursed (AWP+4%) (AWP- N/A $41+$2.50 N/A 

by third party payer 
13%+$2.50) 

Retail price， less typical 
$30-$44 $30-$37 

N/A (5% to 35% (15.1 % to 30% 
manufacturer rebate 

rebate) rebate) 

Ultimate (net) amount 
$34 $30-$37 paid by final purchaser $52 $30-$44 $24 

and/or consum巴r (avg.) $34 (avg.) 

* Column refers only to HMOs that buy directly from manufacturers 
帥 withoutrebate 

Notes: 
. Prices are bas巴don a composite of several commonly prescribed brand-name drugs for a typical quantity of pills. For 

some cells in the table， the relative relationships have been calculated based on relationships reported in How Increased 
Competition from Generic Drugs Has A妊'ectedPrices and Returns in the Pharmaceutical Industry (CBO， 1998) study 

and other relationships widely reported by industry sources 
. Prices are used for illustrative purpose only and do not represent any type of overall average 

. Prices reported in the table inc1ud巴bothamounts paid by third-party payers and amounts paid by the consumers as 

cost sharing. 

Source: Department of Health & Human Services， (2000) Report to the President: Prescription Drug Coverage， 

Spending， Utilization， and Prices 
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manufacturers and pharmacies)， since they 

represent a large number of patients and出erefore

wield significant purchasing power.官lefirst type 

of discount is from出ephar百lacy.Al吐lOughexact 

figures are not published on the level of discount 

o宜eredbyせlere旬且 ph創百lacy，it is estimated出at

血eprice paid by the PBM on a brand nameむugis 

13-15% off血eA WP plus a fixed dispensing fee of 

approximately $2.50. As shown in Table 1， the 

m訂 kupto出epharmacy is lower th加 for吐lecash 

customer， but still provides approximately a 12% 

markup for the pharmacy. However， there are 

instances when a pharmacy may be forced to 

accept lower payment企om血ePBM for a specific 

product， potβntially even less血組曲eph紅百lacy's

acquisition costs. Inせlesecases the pharmacy may 

have to raise its prices for cash customers to shift 

costs，or句Tto reduce its operating costs，ぜitwants

tokeep血ePBM's business. 

Approximately 75% of generic drugs are 

reimbursed by the PBM using limits know as 

“maximum allowable cost" (MAC). MAC is 

established by the PBM and is typically 50 to 60% 

below the A WP. The other 25% of generics are 

reimbursed using a similar scheme as for brand-

name drug， but may have a slightly higher 

dispensing fee to encourage generic substitution by 

the pharmacies. 

官lesecond type of discount is a manufacturer's 

rebate to the PBM， which the PBM negotiates 

directly with the drug manufacturer. This is a 

separate transaction from the regular pricing of a 

世uginvolving the wholesaler and the pharmacy， 

andaffects吐le印刷amountspent by the PBM.官le

key determining factor in the availability and the 

amount of the rebate is担 theformulary， a list of 

drugs that the PBM established as the preferred 

products to be used by its members. lf there are a 

number of similar brand-name， or “me-too" drugs 

available for a given condition， the PBM may or 

may not include certain brands担iおformulary.In 

addition， if a generic product is available for the 

condition， the PBM may encourage or require白紙

血egeneric product be used. 

There is a s位ongincentive for the manufacturer 

of such a me-too brand-name drug， to give 

discounts to the PBM in exchange for theirむug

being included in the formulary. When generic 

brands are also available， manufacturers offer even 

deeper discounts to make th位 ownproduct more 

competitive wi出血egeneric. 

官lereare various arrangements for出erebate to 

be passed on to出ePBM， based on performance， 

e.g. the market share achieved among all 

prescriptions of a type for that manufacturer's 

product. In one such arrangement， the PBM 

reports the number of prescriptions for a given 

世ugωthemanufacturer. The manufacturer then 

pays the PBM an agreed amount for each 

prescription. PBMs that are contracted to an 

insurer or self-insured employer are typically 

required to p加 son70ω90%of血erebates13l. 

④HMOs and Healthcare Ins↑i↑utions 

官ledirect purchasing HMO in血etable receives 

a deeper discount由組曲atofaPBM.官邸groupis 

represented by a relatively few large HMOs， such as 

Kaiser Permanente， that operate their own 

pharmacies and internal PBMs， and buy drugs 

directly仕omthe manufacturers. The majority of 

HMOs manageむugcosts and utilization through 

external PBMs and do not receive these deeper 



discounts叫

⑤Federal Facili↑ies and Agencies 

官lefederal government is the largest purchaser 

of drugs in the US， most of whlch is used by the 

Veterans Health Administration (VHA). Prices of 

drugs purchased by the VHA and other federal 

agencies are set by the Federal Supply Schedule 

(FSS).百leVHA negotiates出eFSS price wi血 the

manufacturer， and generally the prices cannot be 

higher血加thelowest contractual price charged to 

any non-federal purchaser. In determining the 

price， the manufacturer provides the VHA with 

information on discount and rebates offered to 

other purchasers. FSS prices are generally less 

than half of the prices paid by other non-federal 

entities15l. 

⑥Medicaid Programs 

The price reimbursed to retail pharmacies by 

Medicaid is determined by cost limits and fixed 

dispensing fees. In the case of brand-name drugs 

where generic equivalents are not available， the 

cost limit is the pharmacy's cost for the speci宣c

むug.For drugs wi出 otherbrand-name or generic 

equivalent，出elimit is b錨 edon MAC. The MACs 

for Medicaid are published by The Centers for 

Medicare & Medicaid Services every six months 

and set at 150% of血elowest published price for 

any equivalent drug， plus a dispensing fee. The 

Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990 

stipulates that Medicaid programs also must 

receive rebates企ommanufac加rers，just like PBMs 

and other private purchasers. For single source 

drugs and multiple source drugs， the rebate is 

specified as the difference between the average 
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manufacturer price (AMP)， whlch is the average 

price paid by仕lewholesalers， and出e“best"price， 

which is simply the lowest price offered by the 

manufacturer to any purchaser at any曲neduring 

the ye民 exceptfor federal purchasers such as the 

VHA. The minimum rebate is 15.1% of出eAMP.

For multiple source me-too drugs， the rebate is 

simply 11% ofthe AMP16l. 

( 7) Trends in Drug Prices 

As mentioned earlier， the rate of increase in 

prescription drug costs now exceeds the rate of 

increase in other components of healthcare 

spending. Payers have criticized the 

pharmaceutical industry for the disproportionate 

increase and ultimately for the increase in 

healthcare expenditures. They claim that 

manuf配加rers'efforぉtopromote血eirproducts to 

consumers through billions of dollars spent on 

direct to-consumer (DTC) advertising further 

increases both the price of and spending on new 

drugs. The pharmaceutical industry in response 

s胞testhat theむugexpendi加reis s凶1onlyabout 

10% of加talheal出carecosts. They also c1aim出at

the ac加alincrease in世ugprices is a small part of 

increase担世ugexpenditure， whereas most of the 

increase加世uge却 enditureis caused by increases 

in volume and switching from older less e首ective

drugs， to newer， 日lOre effective， and 

commensurately more expenslve， drugs. 

According to IMS Health， drug expenditures 

increased 14.7% in 2000， but less than 4% of that 

increase was due to price increase17). 

Generic drug manufacturers also criticize 

pharmaceutical companies citing several re加 ons

for preventing generic drugs from growing in 
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market penetration. Generic drug utilization has 

ranged企om40 to 45% of all prescriptions in the last 

7 years， and has not gained share during that 

period18l
• Generic drug manufacturers consider this 

rate artificially low and blame pharmaceutical 

companies for erecting barriers such as brand 

name DTC ads， lobbying congress to enact laws 

discouraging generics， and manufacturer rebates 

for brand name products19l
• 

However， while generic drug manufacturers 

promote the lower cost of generic drugs， the New 

York Times recently repo此ed由atprices of generic 

drugs have increased almost twice as rapidly as 

prices of brand-name drugs during the same period. 

官learticle reports that when the patent of a brand-

nameむugexpires， generic世ugmakers charge a 

higher price for the frrst generation generics. But 

prices on older generic drugs are also increasing. 

For example， price of the generic version of the 

antihistamine Phenergan recently increased 900% 

to $309 for a thousand pills from $30 per thousand 

pillS20l
• 

Consolidation of generic manufacturers has 

resulted in fewer companies and less competition 

m血emarket官le直velargest manufacturers now 

account for more由加 50%of genericむugsales21l
• 

Despite仕lesefactors， generic drugs are still the low 

cost altemative to brand-name prescription批ugs.

On average， price of a prescription dispensed wi血

a generic drug in 2000 was $19.93， while the 

average price of a prescription dispensed with a 

brand-name drug was $65.29. In 2000， 42% of 

prescriptions were dispensed with generic drugs， 

but consumed only 8% of由e$141 billion spent on 

prescription drugs. On the other hand， brand-name 

drugs were dispensed for 58% of all prescriptions， 

but consumed $130 billion or 92% of the total cost 

of prescription 世ugs22l •

官leleading drugs by sales in the US are shown 

in Table 2. The number one seller Lipitor and 

number three Zocor are both lipid lowe血g世ugs.

Recent studies showing白紙moreAmericans could 

benefit 企om出 skind of therapy h部 con位ibuted加

robust increases in sales of these competitive 

products. Prilosec and Prevacid are bo由 proωn

pump inhibitors that reduce stomach acid in 

patients with gastroesophageal reflux disease 

(GERD) and other stomach problems caused by 

excess acid. Prilosec is coming off patent soon and 

will move to over由ecounter status. Celebrex is a 

COX-2 inhibitor， one of the new class of non 

steroidal anti-inflammato町世ugs(NSAIDs) for由e

pain of arthritis. These drugs have fewer GI 

bleeding side-effects， though have similar 

e飴 ctivenessin pain relief. Epogen and Procrit紅 e

erythropoietin products made by the 

biopharmaceutical industry for anemia caused by a 

number of conditions such as cancer， kidney 

failure， and major surgery. Zyprexa is an anti-

psychotic indicted for schizophrenia and bipolar 

disorder. Zolo立andPaxil are competitive selective 

serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) used to treat 

depression and obsessive compulsive disorder. 

Note that most top ten drugs have me-too brand 

name competitors also in the top ten， illustrating 

他efiercely competitive nature of the market and 

importance to the manufacturers of economic 

incentives， such as discounts and rebates， to 

promote their products. 

(8) Summary 

Pharτnaceuticals m叫(eup about 10% of the US' 
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Table 2 Leading Prescription Drug Sales: 2001 

Product (Manufacturer)Total Do11ars市 %Growth柿 %MarketShare*紳

1 I Lipitor(PEzer)85，2 2 4 2 5  3 

2 I Prilosec (AstraZeneca)84，611 -2 2.6 

3 I Zocor (Merck )$ 3，68031  2.1 

4 I Prevacid (TAP)83，553 12 2 

5 I Celebrex (Pharmacia)82，615 21 1.5 

6 I Epogen (AInge1~ $2，5 6 3 2 4  1.5 

7Pmerit(0rtho Biotech) $2，5 5 6 3 7  1.5 

8 I Zyprexa(Lilly)82，510 29 1.4 

9 I Z01oft(Pfizer$2，27014  1.3 

10 I Paxil (G1axo SmithKline) $2，15416  1.2 

Source: IMS Health， Retail and Provider Perspective， 2002 
* Represents prescription purchases， in millions， at pharmacy acquisition costs by retail food store chains， mass 
merchandisers， independent pharmacies， mail services， non-federal and federal hospitals， clinics， clos鈴ed.叩 allHMOs， long-
term care pharmacies， home healthcare and prisons/universities. 

柿 Versusprevious year 
制，*As a percentage of all prescription drug sales 

$1.4位由ionin national health e却 enditures.Health 

insurance in the US is provided mostly by the 

private sector， though about one quarter of the 

population is enrolled in a government-sponsored 

plan like Medicare or Medicaid， and about 15% have 

no heal社1insurance. Private health insurance is 

administered almost exclusively by MCOs， who use 

a variety of mechanisms to control costs and 

improve e百'ectiveness，including managing the high 

cost of drugs出roughPBMs. PBMs contract with 

heal出 p加lSωsupplythe prescription drug needs 

of members. By pooling members from many 

plans， PBMs gain influence， and win discounts from 

both supplying manufacturers and dispensing 

pharmacies. Wholesalers play an important role担

moving drugs through the supply chain and 

supporting出eactivities of retail pharmacies. Only 

the 1訂gestHMOs are big enough to purchase drugs 

directly from manufacturers. The federal 

government contractually always pays由elowest 

price for drugs， whereas consumers出atpayout of 

pocket pay the most. Drug prices are escalating 

faster than other components of healthcare 

expenditures， at least in part due to higher costs of 

drug development. It is arguable whether or not 

increases in volume of世uguse and switching from 

less e宜'ectivedrugs to newer more effective drugs 

is causing slower growth in other areas， such as 

hospitalization. The top ten drugs include a 

number of products made by competitors that 

compete for similar patients， illustrating the high 

level of competition in the market， and the 

加lpO此anceof economic incentives as sales tools. 

2. The Use of Pharmacoeconomics 

in the US 

( 1 ) What 15 Pharmacoeconomic5? 
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①Definitions 

Pharmacoeconomics has both specific and 

general me鉱山19Sin the healthcare world. In the 

specific sense， it refers to specific analytic tools 

(e.g. cost minimization analysis， cost benefit 

analysis， cost-e宜ectivenessanalysis， and cost utility 

analysis) used to predict the total cost of 

introducing a specific product in a healthcare 

delivery setting. In the more general sense， 

pharmacoeconomics is an economic viewpoint 

applied to healthcare decision making. 

Pharmacoeconomic analysis is supported by a 

series of organizations， processes， and outputs that 

look beyond the efficacy and safety of a drug加

reported on its FDA-approved label， to help 

determine what are出emost e宜ectiveproducts to 

use in a health care setting. Key to both specific 

pharmacoeconomic analyses， and社1emore general 

pharmacoeconomic viewpoint， is that one must 

lookp加t出eproduct's sales or acquisi乱onprice to 

出eoverall change in resources expended in order 

to judge whether the effect of a new product or 

service is economically favorable in a specific 

se岡崎・

N ew drug effectiveness may have numerous 

effects on healthcare utilization and ultimately 

costs. For example， a drug for 紅白ritispain relief 

may reduce outpatient visits or even delay由eneed

for joint replacement surgery. A世ugfor asthma 

may reduce emergency hospitalizations. At the 

same time， all drugs have side e宜ectsor adverse 

reactions凪 asmall number of patients.百1esetoo 

affect healthcare utilization and costs， by 

necessitating an unexpected outpatient visit or 

even hospitalization. The pharmacoeconomic 

viewpoint looks at the acquisition cost， plus all 

changes (plus or m泊us)in utilization due to bo血

efficacy as well as side effects and adverse 

reactions， and comes up with a value for the net 

effect of a new drug in a healthcare system. This 

should not become the only， or even the most 

important， way to judge whether or not to offer a 

newむug.But it does give an additional means by 

which to evaluate potential new products in 

addition to their clinical effectiveness and safety， 

especially担加 eraofbo出 risingheal血carecosts 

and increasing choices among myriad new 

products. The net effect on cost may be di宜'erent

from setting to setting， where costs and practice 

p釧 ernsv町y，血useach hospital and MCO needs to 

make their own analysis. If the economic e宜'ects

are similar for multiple me-too products (i.e. 

products that have similar indications， 

effectiveness， and safety)， this gives purchasers 

significant leverage on price during purchasing 

nego伽:tions.

P訂tsof pharmacoeconomic analyses are applied 

by each constituent in the pharmaceutical value 

chain， from manufacture through consumption by 

individual patients， for different reasons and to 

必宜'eringextents. Manufac加rersむytome路町e血e

economic benefit of a new product versus加 oldor

competitive product， and use that information to 

help sell it. Physician groups and hospitals must 

consider the potential effect of a new product on 

血eircosts when deciding which whether 加 useit 

in surgeries血atare reimbursed a :fixed fee under 

prospective payment. Patients must individually 

weight血ecost， safety and benefits of a new世ug

recommended by出eirdoctor， some吐ling血eyare

likely to be ill-equipped to do alone. PBMs use 

pharmacoeconomic analyses to help determine 



which drugs to re加burseunder th位 forrnularies.

However， even the terrn“cost" means a different 

thlng ωeach of these constituents， depending on 

their viewpoints and incentives. The patient may 

care most about the cost of his co-payment， 

whereas the managed care organization may have 

all也edata necessary to do a complete prospective 

analysis of the total cost to the system of 

introducing a new product. 

( 2) Organizations Ac↑ive in 

Pharmacoeconomics Policy and 

Promo↑ion 

①Introduction 

A number of organizations have an interest in 

standards and promotion of the use of 

pharmacoeconomics by Pharmacy and 

Therapeutics (P&T) committees， and others 

responsible for drug selection. This section will 

review FDA regulation of pharmacoeconomic 

claims， the importance of pharmacoeconomic 

analysis to manufacturers， and the viewpoint and 

efforts of two pharmacists' organizations， the 

Academy of Managed Care Pharmacy (品IICP)and 

American Society of Health-System Pharmacists 

(ASHP). These sections are based on a 

combination of interviews conducted by the 

authors in the winter of 2003， except for the FDA， 

and literature review. 

②FDA 

The Food and Drug Administration (FDA) 

regulates production， sales， and marketing of 

pharmaceutical products in the US. The FDA 

reviews and approves all claims made on the 

product label regarding efficacy and safety， and 
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requires minimum standards for clinical da阻.官le

FDA also has standards for how clinical trials are 

performed， and how outcomes are reported. 

Pharmacoeconomic trials and outcomes are not 

required by血eFDA. But， many clinical trials do 

include outcomes吐mtmay be related to potential 

economic benefit of product use. For example， a 

product may have been shown to directly reduce 

ut出zationof specific healthcare resources such描

hospitalization. A clinical outcome such as pain 

relief is harder 加佐沼lSlateinto economic benefit，江

the manufacturer did not measure resources 

utilized prospectively. However， manufacturers do 

provide pharmacoeconomic data to P&T 

committees and other decision makers， and this 

h槌 raisedquestions加 towhether也eFDAshould 

四gulatesuch analyses. 

官leFDA Modernization Act of 1997 does contain 

a section pertaining to pharmacoeconomic 

inforrnation:“Section 114: Health care economic 

加forrnation".This section was originally wl批.enas 

a draft guidance for the FDA by a working group of 

organizations under the auspices of the 

International Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research (ISPOR). The section states 

that health care economic information that is 

provided by a manufacturer to a formulary 

committee or s面世紅entity“shallnot be considered 

to be false or misleading under this paragraph if the 

health care information directly relates to an 

indication approved under section 505 or under 

section 351(a) of the Public Heal血 ServiceAct for 

such drug and is based on competent and reliable 

scien姐 cevidence". 

But the FDA do回 nothold the company to血e

same standards for pharmacoeconomic results踊



56 医療経済研究 vo1.14 2004 

they do for efficacy and safety，部出esection goes 

on to say that，“The requirements set forth in 

section 505(a) or in section 351(a) of the Public 

Health Service Act shall not apply ωhealth care 

economic information provided to such a 

committee or entity in accordance with this 

paragraph". While information related to 

pharmacoeconomics claims do not need to be 

submitted to the FDA for prior approval， the 

section does state that“Information that is relevant 

to血esubstantiation of the health care economic 

information presented pursuant to this paragraph 

shall be made available to the Secretary upon 

request". Thus the FDA can ask manufacturers to 

substantiate their pharmacoeconomic claims， in 

case of questions. 

③PhRMA 

The manufacturers of brand name drugs are 

represented by the Pharmaceutical Research and 

Manufac加rersof America (PhRMA). Wi白血ecost 

of new drugs rising faster than other health care 

components， manufacturers are a natural target加

a cause of health care inflation， particularly by 

payers and consumer advocates. Thus it is critical 

for PhRMA and its members to use 

pharmacoeconomic analyses to show that 

innovative， new pharmaceutical products 

contribute to overall lower healthcare costs， 

despite high acquisition costs (i.e. purchase prices). 

Escalating drug prices are driven by the rising 

costs of research and development of new 

products. PhRMA estimates that抗nowcosts an 

average of $802 million to bring one new世ugto 

market， compared to just $231 million in 1987， and 

just $54 million in 1976. Members of PhRMA 

currently together spend more than $30 billion per 

year on research and development. 1t takes ten to 

自立eenyears to bring a new product加 market，yet 

o叫y250 of 5，000 compounds screened will enter 

preclinical testing. And only 5 of those 250 will 

enter clinical trials， with only one eventually 

gaining FDA approval23). 

That new drugs are expensive due to high R&D 

costs is not in debate. PhRMA uses 

pharmacoeconomic evidence to show that new 

drugs， even at high prices， can lead to lower overall 

healthcare costs. For example， a Medicaid program 

in Virginia reportedly saved $285，000 in avoided 

emergency room costs and urgent care visits by 

increasing asthma drug use among its child 

population. Patients suffering from depression 

who were on antidepressant medication for at least 

6 months had a reduction in血位annualhealthcare 

costs of $11，00024
). PhRMA cites numerous similar 

examples. 

On a higher level， PhRMA also cites work by 

Columbia University economist Frank Lichtenburg 

showing that each $1 increase in drug spending is 

associated with a $3.65 reduction in hospital 

expenditures today. Also， while prescription世ugs

as a portion of total health care spending has 

incre部 edfrom ten years ago， hospital expenditures 

have decreased from nearly 37% to only 33%， 

suggesting that new and improved drugs are 

substituting for more costly inpatient care2o
). It can 

be argued that shorter hospital stays have been 

enabled at least partly by innovative new drugs. 

While not required by the FDA， manufacturers 

must increasingly build pharmacoeconomic 

analyses into their clinical trials， in order to 

generate prospective economic outcomes to show 



payers. PhRMA has two sitting committees related 

to generation of data of担terestto purchasers and 

the FDA. The Health Outcomes and Promotion 

Committee， composed of a small number of 

manufacturer representatives that perform 

outcomes research， meets re♂.llarly with the FDA 

to discuss what 胞 requiredin the way of quantity 

and quality of data， in order to claim specific 

outcomes. This knowledge may help 

manufacturers build outcomes into their凶.alsthat 

will prove more useful for showing 

pharmacoeconomic benefits. The BenefitlRisk 

Committee weighs出erisks and benefits of drugs， 

and tries to determine why certain drugs appe紅 to

be underutilized. For example， recent studies show 

that as many部 32million Americans could benefit 

by taking drugβknown as“statins" to lower their 

cholesterol， yet only a fraction actually are 

prescribed the drugs. A pharmacoeconomic 

argument， backed by peer-reviewed clinical 

recommendations， could be used to promote statin 

use to MCOs and 0血ersthat bear healthcare cost 

ris~6). 

④'The P&T Commi什eeand Drug Monograph 

The Pharmacy and Therapeutics Committee 

(P&T committee) is a committee typically 

composed of physicians， pharmacists， nurses， and 

administrators， whose overall objective is to 

maximize the quality of care involving the use of 

pharmaceutical products within the organization. 

Organizations with P&T committees include 

hospitals， physician groups， MCOs， PBMs， and 

others who have a role or influence in choosing 

pharmaceuticals. 

P&T committees develop and maintain a 
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formulary or list of drugs approved for use wi出in

the institution. They do this by considering all 

drugs suggested for use by thorough analysis of a 

drug monograph， followed by discussion， and 

finally a decision of whether or not to include the 

drug in the formulary. Often it will be a pharmacist 

who will prep紅 e血eむugmonograph， which is a 

S田町n紅yof key peer-reviewed data on efficacy and 

safety. It willlikely contain data on acquisition 

cost， and increasingly may contain a 

pharmacoeconomic model projecting economic 

e宜ectsof血eproposed new product. Formularies 

can be either open (i.e. physicians can use other 

drugs， but are encouraged to use the formulary 

products)， or closed (i.e. only the drugs on the 

formulary may be used at血einstitution; or for an 

MCO or PBM， only the formulary drugs will be 

covered by insurance). 

Other匂picalresponsibilities of P&T committees 

include monitoring adverse drug reactions in the 

institution， establishing and monitoring prescribing， 

dispensing， and administration procedures， and 

interacting with any local institutional review 

boards considering clinical位協lsof new producお

wi出血血einsti加tion.官lesev;紅ybythese岡崎組d

institution. It is partly through the increasing 

complexity of P&T committee activity， 

necessitating more work for the pharmacy 

depar加lent，that the importance of pharmacists 

has expanded恒 theUS， increasing their influence. 

⑤ASHP 

The American Society of Health-System 

Pharmacists (ASHP) was founded in 1942 as an 

organization of hospital-based pharmacists. Due to 

the changing role of hospital pharmacies and 
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growing role of outpatient pharmacy in patient 

care， the organization changed its orientation in 

1995 towards supporting pharmacists in出eentire 

healせ1care system， though 60% of members today 

are st皿hospital-based.Virtually every hospital has 

a P&T committee and hospi臼l七回edcommittees 

were established before those at MCOs. The 

organization supports its members through 

publication of its journal， the American Journal of 

Heal血 SystemPharmacy， compilation of pharmacy 

standards of care， and sales of a number of both 

reference and educational books and videotapes. 

The ASHP describes itself as having its primary 

emphasis on efficacy and safety， since proper use 

of drugs in and of itself leads to lower health care 

costs2
7). 

Medical errors are costly and often avoidable. 

官leASHP emphasizes the加po此anceof廿母国ngin

the safe use of medication and its standards， books 

and educational materials provide such support. 

Quality con位01and safety programs have lead 加

relatively low medication e町orrates in dispensing， 

versus prescription and drug administration. 

According to the ASHP， 39% of medication errors 

are due ωmistakes in prescribing and 59% due加

mistakes during administration of theむugto the 

patient， while only 11% occurred担 thedispensing 

process. These results demonstrate the need for 

e却 andingthe role of pharmacists凶o吐leareas of 

prescribing and administration support， where出eir

expertise could help reduce errorsand their 

associated human and economic co蜘.

The ASHP surveyed MCO based pharmacists in 

1998 to try to understand the current use of 

pharmacoeconomics in MCO formulary policy 

formulation. The results showed a perceived 

quality gap in pharmacoeconomic data used by 

企ugcompanies to market their products. While 

58% of those pharmacists surveyed said drug 

companies use pharmacoeconomic data to sell to 

MCOs， only 33% said that the information was of 

high quality. Furthermore， 949もsaidthey would like 

to see more scientifically rigorous 

pharτnacoeconomic studies from drug makers， and 

71%felt血eirMCOwas血aposition to put pressure 

on manufacturers to conduct more rigorous 

studies. Ninety percent felt that the FDA should 

apply the same rigor恒 assessinga manufacturer's 

pharmacoeconomic claims as抗doesin assessing 

clinical claims， and 96% felt the FDA should apply 

the FTC's“competent and reliable" evidence 

standard in assessing pharmacoeconomic claims28
). 

Currently about 45% of pharmacists surveyed 

said their MCO uses血epharmacoeconomic data 

provided by manufacturers， in making formulary 

decisions. While 76% ofpharmacists said they were 

well equipped to critically analyze 

pharmacoeconomic data supplied by 

manufacturers， only 38% felt that the physician 

members of their MCO P&T committee were 

similarly well-equipped. Fifty percent of those 

surveyed said that at least one pharmacist in their 

MCO was well trained to conduct 

pharmacoeconomic studies， and 51% said their 

MCOs routinely used th位 ownpharmacoeconomic 

analyses when making formulary decisions. The 

res叫:tsof由issurvey suggested that担 1998，there 

was much work ωbe done祖国pro吋ng由equality 

of data supplied by manufacturers for 

pharmacoeconomic analysis， as well as the 

capabilities of MCO・basedand other P&T 

committees to both critically analyze and perform 



the廿ownanalyses. Phannacists need to p1ay an 

important ro1e on such cornrruttees for their work 

tobee宜ective29l.

⑥AMCP 

The Academy of Managed Care Pharmacy 

(AMCP) is a more recently established phannacist 

organization that promotes the use of managed 

health care concepts by the profession. The 

organiz組onpublishes a journal， 0宜erscon出lUing

medica1 education (CME) for pharmacists， and 

performs research. Without know1edge and 

training in managed care concepts such as 

pharmacoeconomics， pharmacists are limited to 

the traditiona1 ro1e of dispensing of drugs from 

either hospita1-based or retail pharmacies. 

However， with adequate回 ining，pharmacists can 

work side by side with physici紅18，and hospit羽land

heal出 p1anexecutives，匝 suchro1es加 managing

the medication of the chronically ill through the 

practice of clinica1 pharmacy， p1anning and 

加p1emen出19patient safety programs such加むug

utilization review， promoting effective patient 

education， deve10ping hospita1， MCO， and PBM 

formularies and designing health insurance benefits 

programs30). 

官leAMCP has also recent1y become concemed 

about the quality of phannacoeconomics analysis 

going into formu1ary deve10pment by the P&T 

cornrruttees at MCOs and hospitals in由eUS. Both 

the inputs and methodo1ogy vary greatly among 

such organizations， and poorly performed analyses 

can 1ead to unsound formulary deve1opment. In 

1999， the AMCP together with the ASHP， the 

Nationa1 Committee for Quality Assurance 

(NCQA)， the American Medical Association (AMA)， 
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加 dthe Department of Veterans A宜airs，joined a 

coalition of 50 organizations in issuing the 

"Principles of a Sound Drug For百lulary".官leseare 

the guiding princip1es from this document， 

published in 2000: 

-“Formu1ary system decisions are based on 

scientific and economic considerations that 

achieve appropriate， safe， and cost e宜ectiveむug

therapy 

• The formu1ary system encompasses drug 

se1ection，世ugutilization review， and other too1s 

to foster best prac世cesin prescribing， dispensing， 

adr凶IUstration，and moIUωring outcomes 

• The P&T Committee or equiva1ent body， 

comprised of active1y practicing physicians， 

pharmacists， and other heal由 careprofessionals， 

is血emechanism for administering the formulary 

system， which includes deve10ping and 

maintaining the formulary and establishing and 

imp1ementing policies on the use of drug 

products 

• Physicians and other hea1th care professionals 

provide oversight of由eformulary system 

・官leformulary system must have its own policies， 

or adhere to other organizationa1 policies， that 

address conflicts of interest and disclosure by 

P&T cornrruttee members 

-官leform叫arysystem should include educational 

programs for payers， practitioners， and patients 

conceming出eirro1es and responsibilities 

• The formu1ary system shou1d include a well-

defined process for the physician or other 

prescriber to use a norトformu1arydrug when 

medically indicated" 
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With regard to economic considerations， the 

Principles specifically state that formulary 

decisions should be based on “cost factors only 

after the safety， efficacy， and血erapeuticneed have 

been established". It goes on to state that 

eva1ua曲19世ugcost should be based on出eimpact 

on tota1 hea1th care cost. Fina1ly it mentions血at

financia1 incentives should only be used 句promote

costmanagement泊 ap町 tof the delivery of quality 

medical care， and should not interfere with the 

delivery of medica1ly necessary c町 e.世間 Coa1ition

has defined an important role for 

pharmacoeconomic ana1ysis， but only to出eextent 

that it is used加 apa凶 ofde1ivering high qua1ity 

health care， and never to defend the delivery of 

second rate care. It also promotes open disclosure 

of potential conflicts of interest among P&T 

committee members， since many participate in 

clinical trials and continuing medical education 

sponsored by the same manufacturers. These 

activities are normal， but how the committee 

ensures that manufacturer support does not 

influence formulary decisions is key to the 

credibility of the process. 

TheAMCPh加 goneone step further and issued 

a Format for Formulary Submissions， beginning 

with Version 1.0 in 2000 followed by Version 2.0 in 

2002.官邸servesas a guide for P&T committees to 

request information from pharmaceutical 

manufacturers to be used匝 preparationof a世ug

monograph. It describes the sections of a complete 

formulary submission dossier as containing the 

following sections: 

1.“Disease and Product Information 

2. Supporting CliI吐ca1and Economic Information 

3. Cost-Effectiveness and Budget Impact Model 

Report 

4. Product Va1ue and Overa11 Cost 

5. Supporting Information: Reprints， Bibliography， 

Checklist， Electronic Media， and Appendices" 

It goes on to describe the recommended steps 

for this dossier submission， whose key points 

include: 

1. "As manufacturers should keep managed care 

organizations aware of the status of their 

pipelines， approximately 6 months before 

anticipated new product launch， the pharmacy 

staff wi11 issue a request for information to the 

manufac加rer，with above-specified content. 

2.官lemanufacturer and pharmacy staff will hold a 

pre-submission meeting to discuss the 

submission of the requested data， estab1ish a 

deadline， and resolve any issues around data 

secrecy， economic model assumptions， etc. 

3. The manufacturer should provide the report in 

bo出paper加 delec位onicforms to血eph紅百lacy

staff at least 2 mon出sprior加仕leproduct review 

4. The pharmacy staff reviews and requests any 

needed clarification of出edata before preparing 

a product monograph for P&T committee review 

5. Clinical pharmacists prepare the monograph， 

including a11 data， and arguments both pro and 

con inclusion of血eproductin由eformulary

6. Upon reaching a recommendation， the P&T 

committee will inform the manufacturer of its 

decision，社lerationa1e for a denia1 or restriction， 

andthe 細川ardappea1s process." 

It is unknown just how many P&T committees 



use the AMCP guidelines， dossier request format， 

and schedule， but to date， more than 300 

pharmacists have been trained in its use. The 

AMCPhopes出at仕leseguidelines and training w迦

move the formulary process away仕omdiscussions 

of single product acq凶sitionprice and rebates， and 

on to血ee宜ectof the formulary on血eheal血 and

well-being of出epopulation. Transparencies in all 

these procedures can also help erase suspicion 

about出einappropriate use of financial incentives 

in the multibillion dollar pharmaceutical and 

managed care industries. Clearly this AMCP 

initiative is also doing much to raise the influence 

of pharmacists in hospitals and MCOS31). 

( 3) Pharmacoeconomics in Use 

①In↑rodudion 

MCOs， hospitals and physician groups all use 

P&T committees to determine and manage drug 

formularies. Kaiser Permanente and the Veterans 

Health Administration are two particularly 

innovative integrated healthcare delivery systems 

枕mthave focused on the opportunity to actively 

manage drug selection within their systems， and 

employ pharmacoeconomic analysis. Each has 

promoted the role of pharmacist from merely 

dispensing drugs to patients， to a more equal 

partner in the analysis， selection， and proper 

administration of drugs to the benefit of both 

physician and patient. In addition， pharmacists in 

both organizations are involved in innovative 

programs to more e宜ectivelyuse世ugs.

②Kaiser Permanente 

Kaiser Permanente (KP) is a large， group 

practice heal出 maintenanceorganization (HMO) ， 
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based担Oakland，California. The non司profithealth 

plan has approximately 8.4 million members， 

mostly in California. The medical group， serving 

KP's members exclusively， has more than 11，000 

physicians of all specialties. The HMO is fully 

integrated， meaning it operates its own hospitals， 

outpa世entclinics， pharmacies， laboratories， and all 

other ancillary services. KP owns 29 hospitals and 

423 outpatient clinics exclusively for the use of its 

members. Members (or their employers) pay an 

annual premium， plus modest co-payments at the 

time of service， for all出eirhealthcare needs for the 

year， including prescription drugs. The medical 

group， hospitals，. pharmacy， etc. must perform all 

吐leiractivities wi出血血ispre-determined budget of 

total premium revenue.官邸伽加cialarrangement 

aligns the incentives of出ehospital， physician， and 

member，加 keep仕lepatient heal枕lyand out of the 

hospital32). 

As discussed above， pharmaceutical products 

are a significant and growing po耐onofheal血 care

spending in the US， and KP is no exception. KP 

spends approximately $2.5 billion per year on 

prescription drugs. But KP has unique advantages 

compared to the normally fragmented system of 

health care financing and delivery in the US. As a 

large purchaser， KP can negotiate directly with 

manufac印rers.As a closed system of health plan， 

doctors， hospitals， and pharmacists， KP has the 

ability to more proactively use the results of 

pharmacoeconomic analysis to manage the cost-

effectiveness of the drugs dispensed to members. 

KP can expose all of its physicians to inform副 on

on an ongoing basis about which drugs are 

preferred and why， and also given feedback on 

血eiruse of preferred versus non-preferred drugs. 
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They can also con位01配 cessto KP physicians by 

drug company sa1es reps. Pharmacists p1ay an 

integra1 ro1e in pharmacoeconomic ana1ysis， 

se1ection of cost-effective drugs for the formulary， 

and deve10pment of methods to部 sureform叫ary

compliance. 

KP has a number of organizations supporting 

cost-effective use of drugs. Two internal research 

groups are Drug Inforτnation Services (DIS) and 

Pharmacy Outcomes Research Group (PORG). 

PORG has a staff of 5， including 3 pharmacists， who 

undertake prospective and 即位ospectivestudies凪

the area of cost箇 effectiveness，variation in drug 

u世ization，program evaluation of pharmacy clinics， 

and study of both clinical outcomes and associated 

use of heal出 careresources. PORG is essential1y 

an in-house pharτnacy吐unkt紅lk.

DIS has a staff of 37， including 20 pharmacists， 

and is a part of the Pharmacy Strategy and 

Operations Group恒 KP'sCalifornia Division. Nine 

of the pharmacists are specialists in specific 

therapeutic areas， such as cardiovascu1ar， 

anesthesio1ogy/pain， etc. Since the pharmacists 

specialize， they deve10p working re1ationships wi出

specialist physicians in the same areas. DIS h加

responsibility for administering the formu1ary 

process. In addition， they prepare a forecast of 

drugs like1y to be approved next year， for what 

indications， and at what cost to KP. Theya1so 

provide a number of pharmacy information 

services to KP members and physicians. 

KP has an open formu1ary which means that 

while use of formu1ary drugs is expected and 

encouraged， doctors町 estil1企eeto prescribe any 

世ug，under an exception rule. As a princip1e， all 

世ugssubmitted for出eKP formulary by physicians 

are considered for inclusion. The P&T committee 

mee飽 4times per ye紅.Inせleend， a consensus is 

achieved， and枕lewho1e committee gets behind出e

decision of whether or not to include a specific 

世ug.The process is dynar凶c，恒出atany出nenew

information becomes availab1e， a decision can be 

reconsidered at出enext meeting. In the inte由民江

new drugs are approved by the FDA they can be 

used immediate1y by KP physicians under the 

exception rule. S泊lilar1y，江s培凶ficantside-effects 

are found in the interim between meetings drugs 

could be removed企omtheform叫切加lffiediate1y.

官leformulary process begins by preparation of a 

monograph by DIS. They gather all inforτnation 

availab1e about a product， from peer-reviewed 

ぽ位cles，to advertising parnphlets. They request an 

AMCP format dossier from the manufacturer， 

including any pharmacoeconomic models on a CD-

ROM， so they can be manipu1ated， including 

adjusting cost assumptions to match KP's actual 

costs. Apparently 1arge companies have 

imp1emented血eAMCP format， while many smaller 

companies have not. DIS will consider the 

economic effects of both the effectiveness and 

safety (e.g.出ecost of expected side-e宜'ects)when 

modeling the economic impact of a世ug.官leyw曲

use the manufacturer's mode1， if availab1e， and 

mode1 how the drug changes the use of all 

部 :sociatedresources. 

KP's Phar百lacyDivision operates the pharmacies 

and purchases pharmaceutical products in line with 

P&T committee policies. Within the Pharmacy 

Division， the Drug Use Department contains two 

groups that work with the P&T committees 

specifically to promote more cost-effective drug 

use， the Drug Utilization Group (DRUG) and 



64 医療経済研究 vo114 2004 

developed a gastrointestinal bleed risk scorecard， 

血ate加盟Yfits加 aphysician's pocket.官lecard has 

an easy to use flow chart that determines which 

patients really need the additional GI protection 

from the COX-2 inhibitors. Based on the assessed 

risk， it recommends categories of drugs， and lists 

the name and price of each drug available. This 

allows出edoctor to easily assess出epatients位ue

need for a COX-2 inhibitor at $30・120per month， 

versus a traditional NSAID at $2・5per month34). 

Recently published results showed that due to 

吐lesee宜orts，use of COX-2 inhibi加rsin lower-risk 

patients was reduced 66% in KP N orthern 

California patients. Total COX-2 inhibitor 

prescriptions were only却も amongKP members， 

versus459もforpa世entsoutside KP35
). 

③VHA 

The Veterans Health AdministrationσHA) is an 

integrated healthcare system serving the needs of 

US veterans.官leVHA has a budget of more than 

$22 billion， employs 180，000 healthcare 

professionals， and operates 163 hospitals， 800 

c並ucs，135 nursing homes， and a variety of other 

facilities for its beneficiaries. As the federal 

government is出el訂 gestpurchaser ofむugsin the 

US， the VHA is actively involved in efforts to 

promote cost-effective世uguse3s
).

The VHA National Drug Formulary lists drugs 

出atmust be available at all VHA medical centers， 

and contains about 80% of drugs dispensed by the 

VHA. At the national level， the VHA Pharmacy 

Benefits Management Strategic Healthcare Group 

and Medical Advisory Panel consists of physicians 

and pharmacists that maintain the formulary and 

VHA pharmacy policies. This national formulary， 

along with all世ugmonographs， VHAむugpricing， 

and a variety of 0出erinforτnation about VHA世ug

policy is available on-line at www.vapbm.org.In 

addition， each of the 21 regions has its own P&T 

committee and formulary， based primarily on the 

national formulary. Each regional committee can 

add drugs to its formulary wi血 permissionof出e

national formulary committee. Finally， there are 

also P&T committees at each VHA medical center 

that review local世ugpolicy and use. 

A brief look at some of the VHA National PBM 

Drug Monographs available on the Internet shows 

that acquisition price of the new世ugis listed in 

comparison to existing drugs， and other cosお出at

may change as a result of introduction are 

described in the conclusions and 

recommendations. Pharmacoeconomic benefit is 

analyzed when considering drugs for the national 

formulary， and compared with all 0曲目 potential

outcomes. In the San Francisco region， the P&T 

committee has also begun to analyze older， 

expensive drugs， such as proton p田npinhibitors 

and gabapentin， to look at whether血ey訂 eused 

effectively and determine guidelines for more cost-

e百'ectivetrea加lentof patients wi社1cheaper drugs 

when possible， similar to efforts at KP. The VHA 

also provides its own tools to promote physician 

use of the form叫紅yand cost-e宜'ectiveprescribing， 

such as physician pocket guides. 

VHA pharmacies serve both in-and outpatient 

populations， with about 90% of prescriptions filled 

for outpatients. The pharτnacies have introduced 

automation， and for example， the San Francisco 

VHA Medical center fills approximately 2，500 

prescriptions per day， 1，500 of which are mailed加

patients. The pharmacy department employs 55 



persons， half of whom are pharmacists and the 

other half technicians. The efficiency achieved 

由roughautomation has allowed the pharmacists to 

concentrate more on the work of clinical 

pharmacy， spending time consulting with patients 

and physicians about世ugchoice， dose adjus加lent，

and patient compliance3
7). 

A recent example of a project spearheaded by 

VHA clinical pharmacists expanding th位 roleand 

influence担由eVHAwas担由e町eaofむugmisuse

and potential benefit of clinical pharmacy 

intervention. The VHA estimates that misuse of 

drugs costs the US healthcare system more than 

$70 billion per year in avoidable medical costs. 

This study evaluated the recommendations and 

interventions of clinical pharmacists on patient 

outcomes， healthcare cost， patient harm avoidance， 

and physician acceptance of出erecommendations， 

in out， inpatient， and skilled nursing facility 

settings. Examples of typical interventions were加

cases where upon pharmacist review of a physician 

prescription， the pharmacist recommended a 

dosage change to optimize therapy， or because of 

potential drug interactions， recommended changing 

出edrugtomin卸由epatientωxicity.

Overall， 92% of 600 such interventions recorded 

during the study period were accepted by the 

prescribing physician， leading to improved clinical 

outcomes in over 30% of c出 es，and no change in 

outcome in 40%. The interventions saved $1，000， 

$325， and $745，匝担patient，outpatient， and skilled 

nursing facility settings， respectively， for an average 

savings of $700 per clinical pharmacist 

intervention. Even when adding凱血ecost of the 

clinical pharmacist， the study showed overall 

reduced costs of errors of 20%. The computer 
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system used to track the interventions and 

outcomes is now in place nationwide加theVHA38).

④Summary: Pharmacoeconomics in the USA 

Pharmacoeconomics refers to both specific 

economic analyses， and仕leviewpoint of including 

costs when considering the purchase of new 

medical products and services in addition to 

effectiveness and safety. However， each 

constituent of the healthcare world uses what is 

loosely referred to as pharmacoeconomics 

di宜'erently，depending on what their goals are. The 

result is often a confusing mixture of anecdotes 

and analyses， that may be of little value 加 many

stakeholders. P&T committees at hospitals and 

MCOs must choose new pharmaceutical products 

for their patients using data on effectiveness， 

safety， and incre路加gly，pharmacoeconomics. The 

drug monograph is a dossier containing data that 

the P&T committee uses to help make formulary 

decisions regarding new drugs. A number of 

organizations have a stake in the growth of 

phar賢治coeconomics.The FDA does not require 

pharmacoeconomic studies for newむugapproval， 

but does regulate出euse of outcomes data critical 

to quality analyses. PhRMA，邸 arepresentative of 

large drug manufacturers， broadly promotes the 

use of pharmacoeconomics in part to justify the 

high price of new phaロnaceuticalproducts. The 

ASHP is the oldest professional pharmacy 

organization， represen出19primarily hospital-based 

pharmacists. A recent study of their members 

reported that while 58% of pharmacists said that 

pharmaceutical companies use pharmacoeconomic 

data to sell to their MCOs， 94% said出eywould like 

to see more scientifically rigorous studies from 

makers. The AMCP promotes managed care 
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concepts， including pharmacoeconomics， among 

its pharmacist members， many of whom sit on P&T 

committees. The AMCP recent1y published a 

suggested format for more complete and rigorous 

dossiers to be submitted by manufacturers to such 

committees， inc1uding more rigorous 

pharmacoeconomic models. Within this 

environment， two integrated healthcare de1ivery 

organizations， KP and the VHA， are actively 

promoting efficient formulary po1icies， including 

血euse of pharmacoeconomic analyses. Increased 

availability of both good and bad 

pharmacoeconomic analyses requires pharmacists 

trained in the art to help providers， PBMs and 

MCOs use such analyses ωthe maximum benefit of 

the patient population， and not just to any one 

specific stakeholder. 

( 4) Implications for Japan 

Japan is facing a白加reof increasing healthcare 

costs， due primarily to its a，酔19society. In order to 

maintain its low proportion of GDP spent on 

healthcare， Japan will have to introduce 

pharmacoeconomic analysis as one new pillar of 

new product evaluation from the viewpoint of 

efficient healthcare resources uti1ization. 

A comparison of drug utilization under the 

Japanese and U.S. health c紅'esystems reveals use 

in J apan to be characterized by a national 

formulary， the determination by central 

government of fixed prices and national 

standardization of insurance reimbursement， the 

still incomplete separation of medical practice and 

drug dispensation (bungyo)， and an immature 

generic世ugmarket

In the U.S.， virtually no use is currently made of 

pharmacoeconomics in government regulation， 

un1ike in Australia and Canada. However， there is 

strong interest in pharmacoeconomics among 

medical professionals and facilities， including 

government-run institutions such as也eVHA， due 

to the high level of interest回managedcare and血e

efficiency of medical care provided by medical 

insti加tions.

Bearing in mind the differences between the 

m訂ketsin the two coun凶es，we need to consider 

the key points for successfully introducing 

pharmacoeconomics in Japan. Let us consider畳間t

the potential for use of pharmacoeconomics in出e

inclusion of drugs in the insurance formulary and 

determination of officially飴cedprices. In the U.S.， 

the FDA does not use pharmacoeconomics in its 

approval of new drugs， and there is less outpatient 

世ugreimbursement under public insurance such 

部 Medicare，thus there is not much 加 learnin this 

situation. 

However， considering the impact of private 

insurers and managed care in p町 tic叫aron血ecost 

of health expenditures in the U.S.， the use of 

pharmacoeconomics in determining the inclusion 

of drugs in Japan's national formulary co叫dhelpto 

control health expenditures in Japan. As it is 

difficult to conceive of only some new drugs 

approved by the government becoming 

recommended for such a national formulary， 

pharm配 oeconomics'role would most likely be as a 

guide for determining prices at the nationallevel. 

For insurers， as payers， to use 

pharmacoeconomics requires that each insurer 

should have its own formulary containing its own 

recommended drugs. This would mean the 

intervention of insurers in the prescription of drug湾



by physicians， which would give Japanese insurers 

greater powers than at present，出 withrnanaged 

care in the U.S. 

In the healthcare service rnarket (including 

むugs)，出ernarket rnechanisrn is not considered to 

function well， due especially to the asyrnrne位yof 

inforrnation between non-physicians and 

physicians. Those involved in the supply and 

dernand for healthcare services in the U.S.， 

however， use pharrnacoeconornics拙 asource of 

data cornplernenting rnarket rnechanisrns in order 

to engage恒rnoreefficient decision-rna油19.

In Japan， too， the optirnurn types and uses of 

drugs need to be selected by rnedical institutions， 

as the patients' proxies， using appropriate 

inforrnation incorporating data on cost 

perforrnance. In this case，出eprocess of bungyo 

rnust be cornpleted on the provider side such血at

there are no rernaining匝centivesfor physicians to 

dispense one世ugover another， or any世ugat all， 

to出eiroutpatients.官lenew prospective pa;戸nent

systern will also need to be spread to all hospitals， 

such that drugs used for inpatient care becorne 

viewed as costs， not sources of incorne. With these 

changes， hospital P&T cornrnittees will have a 

reason to discuss pharrnacoeconornics when 

choosing new drugs.官邸 willcreate a larger role 

for pharrnacists on these cornrnittees. The 

pharrnacy profession will have to introduce new 

educational programs for its rnernbers and prornote 

new standards for data analysis and evaluation. 

Insurance benefits in Japan are paid on a fee-for-

service basis， giving individual rnedical institutions 

little incentive to reduce rnedical expenses. 

Controlling health e}申endituresoverall therefore 

requires that econornic evaluations be rnade of 
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drugs at the level of payers (insurers) and the 

central governrnent. However，出eincreasing use of 

per diern insurance benefits (e.g. with the recent 

introduction of the Diagnosis Procedure 

Cornbination (DPC) systern) will increase the 

irnportance of pharrnacoeconornic studies in 

rnedical institutions in Japan鈎

Finally， when the reim.bursernent changes above 

take place such that sa叫ngrnoney in healthcare 

becornes irnportant to their custorners， 

rnanufacturers will have to provide rnore 

pharrnacoeconornic data to sell their products 

ahead of the cornpetition， and to justi町thehigh 

cost of new products.官出 changewill ernphasize 

the needfor出epharrnacist profession ωbecorne a 

leader in pharrnacoeconornics， and guide their 

institu世onsaway frorn rnaking decisions based on 

poor or inadequate analyses， to solid evidence-

basedones. 
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米国ヘルスケアシステムにおげる

薬剤経済学の利用状況

Gregg L. Mayer申 1

Hakugi Kiyono * 1 

坂巻弘之申 2

米国の医療費は、毎年10%近い伸びを示しており、 2001年には約1~~3000億ドルが支出された。そのうちの薬剤費の割
合は約10%であるが、処方薬の市場の伸びは15.7%であり、ここ数年、全体の医療費の伸びに比べ大きな数値を示してい

る。一方、 1990年代以降のマネジドケアの拡大!i、さまざまな手段で医療費コントロールを行っている。マネジドケアに

とどまらず、 PBM、病院、医師グループは、フォーミュラリーへの新薬の収載、更新のためにP&T委員会を組織しており、

近年、フォーミュラリーコントロールに薬剤経済学の利用が進んでいる。また、病院など医療現場では、薬剤師が自らの

業務を経済的に評価するなどの形でも薬剤経済学の考え方が浸透しつつあり、マネジドケアに関連する学会や薬剤師団体

では、薬剤経済学データの利用の標準化のためにガイドラインや関係者への教育プログラムを提供している。米国におけ

る薬剤経済学の利用方法は、日本においても医療の現場で薬剤経済学を用いる際の参考になると考えられる。

キーワード:薬剤経済学、米園、医薬品流通、フォーミュラリー

* 1 
*2 

Gregg 1. Mayer & Company. Inc. 
医療経済研究機構
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編集後記

機関紙「医療経済研究」第 14号が発刊の運びとなった。ご協力を頂いた編

集委員、レフェリーほか関係者の皆様に、改めて御礼申し上げたい。今回、

編集委員会の最終決定により採用となった論文は、次の 4本である。

「外来患者による大病院選択の規定要因-i国民生活基礎調査J個表デー

タを用いた実証分析-J (塚原康博氏)は、個表データをもとに大病院選択の

規定要因を様々な角度から分析した論文である。

次に iRadiological equipment and staffs distribution in 

Hokkaido， ]apan - Lorenz curve and Gini coefficient analyses -J 

(小笠原克彦氏他)は、北海道における放射線診療の地域的な不均一性を評

価するために、ローレンツ曲線と Gini係数を用いて分析を行った論文である。

「ニユ}ジーランドにおける医療制度改革とニュー・パブリック・マネジ

メント J(藤津由和氏)は、 1990年代の医療制度改革とニュー・パブリッ

ク・マネジメントの関連性および医療制度改革の成果と課題を明らかにする

ことを通じてニュージーランドにおける改革を分析した論文である。

最後に、 iThe Use of Pharmacoeconomics in the US Healthcare 

SystemJ (Gregg L.Mayer，Ph.D.) は、米国における薬剤経済学の利用方

法を紹介するとともに、日本における示唆を提案した論文である。

いずれも編集委員会およびレフェリーによる厳しい審査をクリアーした論

文であるだけに、実証的であり、政策研究論文として高く評価できる労作で

ある。

編集事務局としては、本機関紙が医療政策議論の参考文献として役立ち、

医療サービスの更なる向上と医療政策の発展に寄与できるよう念願している。

今後とも各方面のご支援、ご指導を切にお願い申し上げたい。

(編集事務局代表・医療経済研究機構 専務理事 阿部 陽二)
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