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巻頭言

医学と政策科学と統計学

宮川公男*

私が現在最も力を注いでいる研究領域は政策科学であり、また過去に専門としてきた一つは統計学であ

るが、いずれも医学と密接な関係がある。

18世紀後半からの産業革命に端を発し、特に19世紀に入り、農業社会から工業社会への移行と、それに

ともなう都市化の急速な進展により、都市に貧困階層が集中的に出現し、さまざまな社会問題が発生した。

その一つが公衆衛生問題である。十分な公衆衛生水準を確保することは、支配階級である上流階級や中流

階級にとっても、都市スラムから発生するような伝染病から自らを守るためにも不可欠で、あり、そのため

に保健衛生、上下水施設、公共住宅などの公共事業にどれだけの投資をしなければならないかといった公

共政策の問題が重要になった。そしてそのような政策策定のために、貧困階層についてその規模や生活実

態などに関する統計的データや分析が求められた。このように、公衆衛生や疫学の問題は近代社会におけ

る最も古い公共政策的問題として政策科学の誕生に関わっており、そしてそこには杜会現象についての統

計的データの整備や実証的統計分析の発展への原動力が働いていたので、ある。

明治維新によって本格的に欧米先進諸国の追尾を開始したわが国においても、幕末・明治維新期の先覚

者たちは、政策科学の基本である政策志向を持ち、かっ一様に統計学に大きな関心を寄せていた(詳しく

は宮川著『政策科学の基礎』あるいは『政策科学入門』を参照)。また、鎖国時代にただ一つの窓口であ

った長崎の出島を通して輸入されたヨーロッパの学問の筆頭は医学であり、したがって、村田蔵六(大村

益次郎)、長輿専斎(長崎精得館(のちの長崎医学校)頭取、初代内務省衛生局長)、福沢諭吉などを生ん

だ緒方洪庵の適々斉塾(適塾)にその典型を見るように、医学者の聞いた私塾から時代のリーダーとなっ

た多くの人材を輩出している。わが国における統計学の始祖ともいえる杉事二もその一人である。

杉は、漢方医でかつ近隣の青少年に読み書きそろばんを教えていた祖父敬輔の強い影響を受けて医者を

志したものと考えられる。彼は少年時代に奉公した長崎の上野舶来庖でオランダ医学を学ぶきっかけをつ

かみ、大村藩医村田徹斉の書生を経て洪庵の適塾に入塾している。そして後に幕府開成所教授になった。

杉はそこで統計学に接し、医学から統計学へと専門を変えるのである。

ところで、ドイツ語のStatistikや英語のstatisticsが統計とか統計学という日本語に定着するまでにはい

ろいろないきさつがあった。なかでも興味深いのは、統計という用語に反対した杉を支持したその弟子今

井武夫と、統計の語を支持した医学士森林太郎(後に医学博士・文学博士、森鴎外)との論争である O は

じめ政表、表記、形勢学、国状学、経国学などさまざまな用語がスタチスチックの訳語として用いられて

いたが、そのどれをも適切と考えなかった杉は、スタチスチックでは「其仮名の長きに過くるを以て」合

成文字として「捗等製」を考案している。彼はスタチスチックという新しい学問が拙速な訳語によって誤

* 財団法人統計研究会理事長、本誌編集委員長
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解されることを恐れたのである。今井・森の論争は、エステルレン著呉秀三訳『医学統計論総論Jの序文

として寄せられた森林太郎の「医学統計論題言」にその端を発しているもので、森の論稿を読むと、医学

者森の統計学に関する見識は非常にすぐれたものであったことが分かり、きわめて興味深い内容のもので

ある(この論争について興味ある読者は、日本統計協会編『明治・大正期スタチスチック雑誌・統計学雑

誌論文選集』および同協会刊『捗等製一一歴史及理論之部J復刻版別冊の細谷新治氏による解題を参照

せよ)。

この論争(明治22年)の結果ということではないが、杉は「統計の称既に深く世人の耳目に感染し改良

の功期し難きを覚ふ」として統計という用語を受け入れ、自らの主宰するスタチスチック社を統計学社と

改称することを決定している(明治21年)。

以上のような歴史をふり返ってみると、医学と政策科学と統計学とは古くから相互に密接な関連を持っ

て今日に至っていることがよくわかる。本誌は、発行機関である医療経済研究機構の持つ政策志向を受け

て、政策研究論文を奨励しており、また医療経済に関わる実証的統計分析をも重視している。医療経済に

おける政策分析も統計分析も昔日とは比較にならないほど高度化している今日ではあるが、先覚者たちの

偉大な心意気と足跡とに学ぶことも忘れてはならない。
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論文

医療用医薬晶の流通に関する研究

井上 正*1 

手塚公登*2 

井上・手塚 (1998)は、医療用医薬品の流通に関しなされた1992年の流通改革の意義を理論的に分析し、次の 3つの

結論を得た。
1 )医療用医薬品メーカーの利潤は、改革前の卸売業者への値引補償の額に依存はするが、その額か、ある一定額以上で

あったとすると、改革後の利潤は上昇する。
2 )却売業者については、改革後に(一時的な可能性はあるが)その利潤は増加する。

3 )医療機関の利潤(薬価差益)は減少する。
そこで、公表されている企業財務データから、この理論モデルの結論の現実妥当性を検証したのが本研究である。本研

究から、明らかになったことは、 1)に関しては、医薬品メーカーの営業利益は改革後、急激に上昇しており、これは販
売費・一般管理費の相対的減少によるものであり、流通改革によるものと思われ、さらに販売費・一般管理費の構成費目
を分析すると、値引補償額を費用計上すると思われる拡販費が改革後、減少しており、流通改革により不要となった値引

補償の一部が営業利益増加の一因となったことが観察できた。また、 2)、 3)については、流通改革は卸の利益率上昇
をもたらしたが、流通改革による新たな取引のやり方から不利を被る医療機関の対抗的な行動を惹起し、価格決定のバー

ゲニングが複雑化し、行動の変化をもたらしたため、それは一時的なものであったという結論を得た。

キーワード:医療用医薬品の流通、値引補償、薬価差益

1 .はじめに

1989年から始まった日米構造協議を契機に、わ

が国のさまざまな取引慣行が流通の近代化を阻害

し、市場の閉鎖性を高めていると非難を浴ぴせら

れてきた。生産面においては、わが国企業の効率

性の高さは、一定の評価を与えられてきたと言え

るが、流通面においては卸・小売の両段階におい

て常にその零細性・過多性が指摘され、効率性の

改善、透明'性の確保が急務で、あるとされてきた。

そこで、本論文では、長年にわたって流通の近

* 1 早稲田大学社会科学部教授

*2 成城大学経済学部教授

代化の必要性が唱えられてきた医療用医薬品を対

象として、その流通システムに考察を加えること

にしたい。わが国の医療用医薬品の流通体制、す

なわち販売・流通の取引慣行は、取引価格を基礎

とする薬価基準、そして薬価基準価格と取引価格

との差(薬価差益)の上に成り立ってきた医療機

関の運営など、部外者には分かりにくく、複雑で

不透明なものの典型であり、そのため、流通の当

事者である製薬メーカー、卸売業者、医療機関の

すべてを巻き込んだ「新仕切価制jを中心とする、

いわゆる「流通改革」が1992年に実施された注10

しかし、このような流通改革が、真に最終消費者

である患者の利益につながるのかどうかについて

は、未だ疑問の残るところである。
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ところで、井上・手塚1)では、今回の医療用医

薬品の流通改革、特に「新仕切価制」の影響を吟

味するため、流通改革前と改革後の医療用医薬品

の流通を、第 2節で述べるような簡単な理論モデ

ルを用いて比較分析を行った。その結果明らかに

なったことは、次のような事柄であった。

1 )医療用医薬品メーカーの利潤に関しては、

改革前の卸売業者への値引補償の額に依存はする

が、その額がある一定額以上であったとすると、

改革後の利益は上昇するであろう。

2 )卸売業者については、改草後にその利潤は

増加するであろう。

3 )医療機関の利潤(薬価差益)は減少するで

あろう。

それゆえ、今回の流通改革は医療機関の薬価差

収入を減少させ、医療機関による医薬品の大量消

費への歯止めを掛けるための一つの有効な方策で

あったと結論づけた。さらに、メーカー及び卸売

業者に利益をもたらす可能性があることも明らか

にした。しかしながら、この結論はあくまで理論

モデルの分析による結論であったため、その現実

妥当性を吟味するためには、実際のデータを用い

た実証研究を行う必要があった。それを行ったの

が本研究である。

本論文の構成は、まず最初に、井上・手塚の理

論モデルを簡単にサーベイし、その後第 3節で、

モデル分析から得られた第 1の結論を実証すべ

く、医療用医薬品メーカーの利潤に着目し、医療

用医薬品メーカーの収益変化を財務情報を用いて

分析し、流通改革が医療用医薬品メーカーの利潤

に貢献したかどうかを検討する。第4節では、モ

デル分析の第 2及び第3の結論、すなわち流通改

革後に卸売業者の利潤は増加する一方、医療機関

の薬価差益は減少するという主張を検証するた

め、いくつかのデ}タ源から卸売業者の利潤をは

じめとする諸経営指標および医療機関(代表的に

は病院)の購入薬価の動きを検証する。そして、

第5節において、まとめとして、本研究から明ら

かになった結論を述べる。

2.医療用医薬品の流通に関する

モデル分析

(1)モデルの定式化

メーカー、卸売業者、医療機関それぞれは利潤

最大化行動を行うと仮定する。また、使用した記

号の意味は次の通りである。メーカ}が卸売業者

に販売する価格を出荷価格としてかで、去し、卸売

業者が医療機関に販売する価格を納入価格として

炉で表す。また医師は患者に対し公定の薬価poに

基づき薬を処方する。それゆえ、ここではpoは定

数とする。メーカーおよび卸売業者の限界費用は

それぞれ品、 ι (ともに定数であるとする)とす

る。さらに患者の薬に対する需要に関しては、医

師が患者に対して薬を処方するという点から、投

薬関数D(pw) と呼ぶことにし、

D (pw) =α-spw )
 

唱

E
A

J
'
'
E

、、

の形の関数を考えることにする。ただし、戸 >0、

α-s (Cm + Cω) > 0という条件を満たしている

ものとする。すると、医療機関の利潤れは、

πh =  (po-pw) (α -spω) (2.) 

と表せるであろう。ここで、医療機関の利潤とは、

便宜上薬価差益と考える。

また、卸売業者の利潤π初は、

πω (pω-p叫 -Cw) (α -spw) ( 3 ) 

メーカーの利潤π怖は、

π (pm一Cm) (α -spω) ( 4 ) 



となる。

また、モデルの単純化のため、ここでは在庫問

題は考えない。すなわち、患者への投薬量と卸売

業者から医療機関への販売量、そして卸売業者の

メーカーからの仕入量は等しいとする。

ところで、医療用医薬品の場合、患者に処方さ

れた薬の代金の支払いは、その大部分が健康保険

によってなされている。その上、医療用医薬品と

いう性質上、医師の処方する薬が真に患者の病気

にとって必要不可欠なものかどうかの判断は患者

には通常困難である。すなわち、そこには財に対

する情報の非対称性が存在しているo そこで、医

薬品に対する支払は、必ずしも消費者(患者)の

意向を反映してない。それゆえ、医療用医薬品の

流通に関しては医療機関がユーザーとして位置づ

けられ、最終消費者である患者は流通主体から除

外される O また、医薬品の需要者である医療機関

にとっては、いかに低価格で医薬品を購入するか

ということが興味の中心になる。すなわち、(2 ) 

式はpw~こ関し凸であり、 D (pω) =α -spω孟 O

から、できるだけ低い価格で医薬品を卸売業者か

ら購入することが医療機関にとっての最適行動と

なる。ところが、メーカーはその利潤最大化行動

に基づき納入価格を決めたい。結果として、実際

の納入価格は医療機関とメーカーの聞の交渉によ

り従来は決まっていた。そして、卸売業者には、

メーカーがその差額を値引補償という形で事後的

に補填するという形式をとっていた。一方、流通

改革後は医療機関の最近の過剰状況ともあいまっ

て、納入価格併は卸売業者の利潤最大化行動によ

り決定されることになる。以下では簡単なモデル

を用いてこの状況を描写する。

(2)流通改革と医療用医薬品の流通システム

①流通改革以前の流通システム

流通改革以前の医薬品の流通システムの特徴

医療用医薬品の流通に関する研究 7 

は、上で述べたように医療機関に納入する際の価

格をメーカーが決めていたという点にある。そこ

での、メーカーの利潤は、マージン (pmーω)と

販売量 (α -spω)の積として(4 )式のよう

に表される。そして、メーカーは自己の利潤を最

大にするよう卸売業者への出荷価格炉と医療機関

への納入価格'Pwの両方を決定することになる。し

かしながら、卸売業者がこの流通システムにとど

まるためには、その利潤が負にならないようにす

る必要がある。そこで、納入価格かを出荷価格'Pm

プラス卸売業者の限界費用Cwより低くは設定でき

ない。すなわち、 pω註pm+Cωとなる。また、メー

カーの側カミらすると、納入価格をできるだけ低く

設定し、販売量を増やす必要がある。よって、こ

こで、はpw=炉 +Cωとする。言い換えれば、卸売業

者にはマージンがない状態を基本的には想定す

る。しかし、上述したように、実際の納入価格は

メ}カーと医療機関との間で決まった仕切価格よ

り低く決まることが多い。そこで、メーカーによ

る値引補償額をVとすると、メーカーの利潤をあ

らわす (4)式は、

π叫 =(pm一Cm)(α -s (pm+Cw)) -V ( 5 ) 

と書き換えられることになる。

この利潤を最大にするためには、(5 )式を出荷

価格p怖に関し最大化すればよい。その結果、出荷

価格は

pm= (α -s Cw + s Cm) I (2 s) ( 6 ) 

と設定すればよいことがわかる。そうすると、医

療機関への納入価格仲は、

pw= (α -sc叩 +sCm)/(2s) (7) 

となるはずであるが、実際の納入価格は(7)式

の炉より低い価格で医療機関に医薬品が納入され

ることは、上述の通りである。また、このときメ
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}カーの利潤は

π机=(α -sCw+sCm)2/(4s)-V (8) 

であり、卸売業者の利潤は、

πω= 0 ( 9 ) 

となる。その結果、メーカーと卸売業者の利潤の

合計は、

π叫 +π 切

= (α -scw-sc加 )2/(4s)-V

となる。

、‘，ノハり
噌

E
A(
 

②流通改革後の流通システム

流通改革以後は卸売業者が医療機関への医薬品

の納入価格の決定権を得たわけであるから、メー

カーおよび卸売業者それぞれの利潤最大化行動

は、お互い何らの制約もうけず、メーカーは出荷

価格を、卸売業者は納入価格を決めることになる。

まず、卸売業者の利潤最大化行動を考えてみる。

卸売業者はメーカーからpmで、商品を仕入れ、そし

て炉で、医療機関に販売する。よって、卸売業者の

利潤πwは(3 )式と同様、次のようになる。

πω (pω-p叫 -Cw)(α -spω( 1 1 )  

卸売業者の利潤を最大化するための条件は、納入

価格炉を、

Pω= (α + s Cw + s pm ) 1 (2 s) (12) 

と設定することである。そうすると、卸売業者の

利潤πωは

πw = (α -scw-sp叫)2/(4 s) (13) 

となる。ところで、この場合メーカー側の利潤最

大化行動と出荷価格はどのようになるであろう

か。卸売業者が(12)式の炉で医療機関に医薬品

を納入するとメーカーの利潤は

π制 =(pm一Cm)(α -sc切 - spm) 12 (14) 

と表されるであろう。そこで、メーカーの利潤最

大化の条件は、出荷価格を

pm= (α -s Cw + s Cm) 1 (2 s) 

と設定することである。このとき利潤は、

(15) 

π叩 = (α -scω+ s Cm) 21 ( 8 s) (16) 

となる。そうすると、メーカーと卸売業者の利潤

の合計は、

πm+π切

= 3 (α -scω+ s Cm) 2 1 (16 s ) (17) 

となることがわかる。また、メーカーの利潤を最

大にする出荷価格(15)式を卸売業者の納入価格

の(12)式に代入すると

pw= (3α + s Cw + s Cm) 1 ( 4 s ) (18) 

となることがわかる。

③モデル分析結果からの考察

上記で分析した流通改革前と後の二つのケース

を比較してみると、次のようなことが明らかにな

る。まず、メーカーと卸売業者の合計利潤につい

ては (10)式と(17)式を比べることにより、値引

補償Vが、ある一定額((α-sCw-sω) 21 (16 s)、

すなわち流通改革前における、値引補償前のメー

カー利潤の1/4以上であったならば、改革前の利

潤合計よりも、メーカーと卸売業者が独立に価格

決定を行うことになった改革後の利潤合計が大き

いことがわかる。また、医療機関への医薬品の納

入価格'Pwについては (7)式と(18)式を比較する

と、流通改革後の納入価格は改革前の価格に比べ

上昇していることがわかる(投薬関数として(1)

式のような右下がりの線形需要関数を想定してい

るので戸 >0、α-s (Cm+ι)>0という条件が



成立している)。改革前の実際の納入価格は(7)

式の炉より、さらに低い価格であったので、改革

前と改革後の納入価格の差はさらに大きいという

ことになる。その結果、 pw~こ関しより低い価格で

あることを望む医療機関は、流通改革後はその利

潤が減少しているということもわかる。つまり、

メーカーと卸売業者が独立に価格決定を行う改革

後の流通システムは医療機関への余剰を減少させ

る一方、メーカー、卸売業者の余剰を増加させる

可能性があることがわかる。こうして、医療機関

の薬価差収入は減少していくことになる。

3 .流通改革による医療用医薬晶

メーカーの収益の変化

(1)分析データ

医療用医薬品メーカーの収益変化の分析に用い

る財務データは、わが国証券市場に上場する医療

用医薬品メーカー(庖頭市場上場を除く)の、

1989年度から1996年度にかけての本決算数値、具

体的には損益計算書に記載されている財務数値で

ある。決算期が異なる企業の取り扱いに関しては、

当年 6月末日までに本決算を迎える決算を前年度

決算と定義した。例えば、 1990年6月本決算の場

合は、 1989年度決算として取り扱った。また、決

算期変更にともない、当該会計年度における決算

月数が12ヶ月未満あるいは13ヶ月以上になる場合

は12ヶ月分の数値に修正して用いた。これら財務

データのすべては日経NEEDS財務データより採

取した。分析対象となる医療用医薬品メーカーは

45社、さらにこれら45社のうち、厚生省(現、厚

生労働省)が毎年実施している「医薬品産業実態

調査報告書」が認める医療用医薬品専業企業 (30

社)をサブ・サンプルとして分析を行った。

そして、実際に分析の対象となるのはこれら45

社(ないし30社)の決算数値の合計、すなわち業

医療用医薬品の流通に関する研究 9 

界全体の数値である。個別企業の決算数値の分析

は千子っていない。

(2 )分析結果

医療用医薬品メーカーの収益(特に売上高)は

定期的(通常2年毎)に行われる薬価基準に大き

く影響を受けるとされている。分析を始める前に

分析期間中に行われた薬価基準見直しと、その水

準を以下に記しておく。

.1990年度:薬価基準引き下げ(平均9.2%)

・1992年度:薬価基準引き下げ(平均8.1%)、

新仕切値制、および新薬価算定

方式導による

「流通改革J施行

・1994年度:薬価基準引き下げ(平均6.6%)

.1996年度:薬価基準引き下げ(平均6.8%)

・1998年度:薬価基準引き下げ(平均9.7%)

.2000年度:薬価基準引き下げ(平均7.0%)

本研究では、流通改革による医療用医薬品メー

カーの収益構造の変化に分析の視点、を置くため、

売上高、売上総利益、販売費・一般管理費、営業

利益等を具体的な分析対象とし、経常利益、当期

利益等の分析は行わない。これは医療用医薬品メ

ーカーにとっての本業である医療品販売による利

益を分析するためであり、本業外の営業外損益、

特別損益の影響を受ける経常利益、当期利益は分

析に適さないと判断したためである。

①売上高

表 1は分析期間における、売上高と対前年度伸

ぴ率の推移である。金額を見ると、 89年度より90

年代の不況にもかかわらず順調に成長を続けてい

る。わが国が、高齢化社会を向かえつつあること

を考慮すれば、この傾向も当然といえるだろう。

目立った点として、 92年度4，194，866百万円(前

年度比5.366%増)、 94年度4，390，242百万円(前年
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表 1 売上高

年度 全サンプル

1989 3，659，399 
1990 3，816，642 

1991 3，981，245 

1992 4，194，866 
1993 4，234，035 
1994 4，390，242 
1995 4，481，040 

1996 4，675，968 
金額:百万円

度比3.689%増)、 96年度4，675，968百万円(前年度

比4.350%増)というように、薬価基準引き下げの

年度に大きく売上高は上昇していることである。

これは医薬品専業メーカー30社においても同様の

傾向が観察できる。一般に薬価基準引き下げにつ

いては前年度に買い控え、当該年度にはその反動

による需要増が発生するといわれており、売上高

が 2年毎に大きく上昇するのはこうした説を裏付

けるものである。

②売上総利益

表2は売上総利益と対前年度伸ぴ率の推移であ

る。金額を見ると売上高と同様に89年度以来、毎

年成長を続けている。売上高と同様に、 92年度

2，365，520百万円(前年度比7.357%増)、 94年度

2，542，893百万円(前年度比5.010%増)、 96年度

2，747，527百万円(前年度比4.192%増)と薬価基準

引き下げの年度に大きく上昇していることが観察

仲ぴ率 専業30社 伸び率

2.38% 3，152，395 1.57% 
4.30% 3，269，507 3.72% 
4.31% 3，418，780 4.57% 
5.37% 3，612，697 5.67% 

0.93% 3，647，734 0.97% 

3.69% 3，778，772 3.59% 
2.07% 3，849，690 1.88% 
4.35% 4，000，088 3.91% 

でき、伸び率は96年度を除き常に売上高伸び率よ

りも高くなっている。これは医薬品専業メーカー

30社においても同様の傾向である。

伸び率が売上高伸び率よりも高くなった理由

は、売上高から差し引かれる売上原価が、売上高

と比較して低成長に留まっていることに原因があ

る。医療用医薬品メーカーと卸売業者の間で行わ

れていた値引補償にかかる費用が、この売上原価

に織り込まれていた可能性もありうるが、売上原

価の時系列を見る限りでは流通改革後にこれが減

少し、傾向が変化を引き起こした兆候は観察でき

ない。これは売上高、売上総利益の伸び率の傾向

が、改革前と後を比較しでもそれほど違いを見出

せないことからも推察できる。

③営業利益

表 3は営業利益と対前年度伸び率の推移であ

る。売上高、売上総利益とは違い、流通改革の行

表2 売上総利益

年 度 全サンプル 伸び率 専業30杜 伸び率

1989 1，984，026 4.22% 1，693，545 3.02% 

1990 2，093，778 5.53% 1，783，815 5.33% 

1991 2，203，406 5.24% 1，880，149 5.40% 

1992 2，365，520 7.36% 2，026，148 7.77% 

1993 2，421，579 2.37% 2，080，192 2.67% 

1994 2，542，893 5.01% 2，181，478 4.87% 

1995 2，636，982 3.70% 2，260，870 3.64% 

1996 2，747，527 4.19% 2，344，650 」 3.71%
金額:百万円



われた92年度の前後では大きく傾向が異なってい

る。改革前では、 89年度447，913百万円(前年度

4.681%減)、 90年度432.199百万円(前年度3.508%

減)と減少傾向にあったのに対し、改革後は92年

度528，546百万円(前年度19.593%増)、 94年度

631，854百万円(前年度11.990%増)、 96年度

734，181百万円(前年度10.584%増)と薬価基準引

き下げの期に高い伸び率という傾向は、先の利益

数値と変わらぬものの、急激にプラスへと転じた
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社においても同様の傾向が観察できる。これは売

上総利益から差し引かれる販売費・一般管理費が

減少、もしくは相対的に大きく減少していること

を意味している。

これを明らかにするために、売上高、売上総利

益、営業利益の成長傾向の比較を試みる。表4、

5および図上 2は1989年度の売上高、売上総利

益、営業利益をそれぞれ100として89年度以降の

業績を指数表示したものである。

ことが観察できる。さらに医薬品専業メーカー30 売上高、売上総利益を見ると、年々順調に成長

表 3 曽業利益

年 度 全サンプル 伸び率 専業30社 伸び率
1989 447，913 -4.68% 371，940 -6.02% 

1990 432，199 -3.51% 359，500 -3.35% 

1991 441，955 2.26% 367，641 2.27% 

1992 528，546 19.59% 449，707 22.32% 

1993 564，206 6.75% 485，432 7.94% 
1994 631，854 11.99% 541，528 11.56% 
1995 663，912 5.07% 564，805 4.30% 

1996 734，181 10.58% 622，269 10.17% 
金額:百万円

表 4 売上高，売上総利益，営業利益の成長比較(全サンプル)

年 度 売上高 売上総利益 営業利益
1989 100 100 100 

1990 104.3 105.53 96.49 
1991 108.8 111.06 98.67 
1992 114.63 119.23 118 

1993 115.7 122.05 125.96 

1994 119.97 128.17 141.07 
1995 122.45 132.91 148.22 

1996 127.78 138.48 163.91 
金額:百万円

表 5 売上高，売上総利益，営業利益の成長比較(専業30社)

年 度 売上局 売上総利益 営業利益
1989 100 100 100 

1990 103.72 105.33 96.66 

1991 108.45 111.02 98.84 

1992 114.6 119.64 120.91 

1993 115.71 122.83 130.51 

1994 119.87 128.81 145.6 

1995 122.12 133.5 151.85 
1996 」 126.89 138.45 167.3 

金額:百万円
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を続けており、その度合いはほぼ同様の傾向であ

るといえる。年を経る毎に若干売上総利益の成長

が高くなっているが、これは売上原価の相対的な

縮小による効果である。

一方、営業利益は流通改革前では減少傾向にあ

るが、改革後、売上高、売上総利益を上回るベー

92年 93年 94年 95年 96年

スで成長を続けている。これは販売費・一般管理

費の減少、もしくは相対的減少による効果である

といえる。この販売費・一般管理費の減少が流通

改革によるものなのか、それとも単に偶然に時期

を一致して発生した現象であるのかは、販売費・

一般管理費の構成要素に対する分析によって明ら



かになると考えられる。

④販売費・一般管理費、およびその構成要素

表 6は販売費・一般管理費と対前年度伸ぴ率の

推移である。金額では増加傾向にあるが、 90年度

を境に仲ぴ率は低下傾向にある。この傾向は流通

改革の行われた92年度から顕著で、あり、低いもの

は93年度1，857，370百万円(前年度比1.111%上昇)

から高いものでも95年度の1，973，062百万円(前年

度比3.246%増)と 1-3%台であり、改革前の 6

-8%台の伸びとは対照的であり、売上高、売上

総利益と比較して相対的に減少し、結果、営業利

益を大きく上昇させたことが理解できる。
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さらに、この販売費・一般管理費の構成要素を

見ていくことにする。表7は全サンプルによる販

売費・一般管理費の構成要素の構成比についての

分析期間における平均値である。表に示すように、

販売費・一般管理費のうち、医療用医薬品メーカ

ーが計上する費用の主なものに人件費、研究開発

費、拡販費、広告費が挙げられる。以下では販売

費・一般管理費の70%以上を構成する 4つの費用

について分析を試みる。

表 8~ll は分析期間における、それぞれ人件

費、研究開発費、拡販費、広告費とその伸び率の

推移である。人件費、研究開発費では流通改革後

に伸び率の減少が認められるものの、金額的には

表6 販売費・一般管理費

年 度 全サンプル 伸び率 専業30社

1989 1，536，110 7.14% 1，321，603 
1990 1，661，572 8.17% 1，424，309 
1991 1，761，444 6.01% 1，512，502 
1992 1，836，969 4.29% 1，576，436 
1993 1，857，370 1.11% 1，594，760 
1994 1，911，035 2.89% 1，639，948 

1995 1，973，062 3.25% 1，696，058 

1996 2，013，343 2.04% 1，722，380 
金額:百万円

表7 販売費及び一般管理費に占める各項目の割合

項 目
販売手数料
荷造・運搬・保管費

広告・宣伝費
拡販費・その他販売費
貸倒損失・貸倒引当金繰入額

役員報酬・賞与
人件費・福利厚生費
減価償却費
賃借料

租税公課

事業税
支払特許料

開発費・試験研究費
その他販売費及び一般管理費

合計

構成比率

1.525% 
2.873% 
6.628% 

10.169% 
0.091% 
0.610% 
30.892% 
2.359% 

3.333% 
0.557% 
4.630% 
0.861% 

23.085% 
12.387% 

100.000% 

伸び率

5.89% 
7.77% 

6.19% 
4.23% 
1.16% 
2.83% 

3.42% 
1.55% 
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表8 人件費

年 度 全サンプル 伸び率 専業30社 伸び率

1989 473，244 9.04% 415，670 7.69% 
1990 516，089 9.05% 450，562 8.39% 
1991 557，624 8.05% 487，259 8.l5% 
1992 584，347 4.79% 510，788 4.83% 
1993 612，066 4.74% 535，760 4.89% 
1994 631，557 3.l9% 551，808 3.00% 
1995 656，935 4.02% 574，145 4.05% 
1996 667，829 1.66% 581，432 1.27% 

金額:百万円

表9 研究開発費

年 度 全サンプル 伸び率 専業30杜 伸び率

1989 347，630 9.86% 319，431 9.l8% 
1990 380，697 9.51% 348，927 9.23% 
1991 416，659 9.45% 381，992 9.48% 
1992 445，461 6.91% 408，409 6.92% 
1993 447，757 0.52% 408，951 0.l3% 
1994 475，381 6.l7% 435，533 6.50% 
1995 493，120 3.73% 452，614 3.92% 
1996 507，860 2.99% 467，427 3.27% 

金額:百万円

表10 拡販費

年 度 全サンプル 伸び率 専業30社 伸び率

1989 203，862 7.02% 179，723 5.69% 
1990 203，561 -0.l5% 181，410 0.94% 
1991 213，952 5.10% 191，110 5.35% 
1992 201，981 -5.60% 174，961 -8.45% 

1993 188，178 -6.83% 161，014 -7.97% 

1994 170，894 -9.l9% 143，745 -10.73% 

1995 171，311 0.24% 143，959 0.l5% 
1996 169，931 -0.81% 142，009 -1.36% 

金額:百万円

表11 広告費

年 度 全サンプル 伸び率 専業30社 伸び率

1989 112，701 3.72% 84，053 0.93% 
1990 123，447 9.54% 92，286 9.80% 
1991 128，357 3.98% 94，845 2.77% 
1992 125，188 -2.47% 91，098 -3.95% 

1993 121，494 -2.95% 88，174 -3.21% 

1994 126，333 3.98% 93，672 6.24% 
1995 131，001 3.70% 98，404 5.05% 
1996 133，931 2.24% 98，151 -0.26% 

金額:百万円



毎年増加する傾向にある。伸び率は販売費・一般

管理費の伸ぴ率と比較しでも、同水準かそれ以上

の水準であり、これら費目の相対的減少傾向が販

売費・一般管理費の相対的減少に貢献していない

ことが観察できる。次に広告費であるが、流通改

革直後の決算期においては金額的にも減少が見ら

れたが、その後は改革前と同様、あるいはそれ以

上の水準にまで回復している。広告費もまた、販

売費・一般管理費の相対的減少に貢献していない

と捉えることができる。

最後に拡販費であるが、これはメーカーによっ

ては販売促進費や販売諸費とも呼ばれるものであ

り、いわゆるパック・マージンを費用計上する際

には、通常この費目に割り当てられる。流通改革

以前に卸売業者に対して値引補償をしていた際に

は、この拡販費に計上されていたものと考えられ

る的。表10を見ると、 92年度201，981百万円(前

年度5.595%減)、 94年度170，894百万円(前年度

9.185%減)、 96年度169，931百万円(前年度0.805%

減)と金額的にも大きな減少が観察できる。この

ことは医薬品専業メーカー30社においても同様で

あり、 92年度174，961百万円(前年度8.450%減)、

94年度143，745百万円(前年度10.725%減)、 96年

度142，009百万円(前年度1.355%減)というよう

に、全サンプルによる分析結果よりさらに大きな

減少となっている。

表12は、この拡販費の減少が営業利益にどの

ような効果をもたらしているのかを明らかにする

医療用医薬品の流通に関する研究 15 

ために、改革後の営業利益、拡販費の対前年度増

減額を表したものである。拡販費の減少だけが、

営業利益の増加をもたらした訳ではないが、特に

改革直後の 3年間の拡販費の減少と営業利益の増

加傾向より、流通改革による値引補償の廃止が医

療用医薬品メーカーの拡販費の減少に貢献し、さ

らには営業利益をより上昇させる一因となったと

結論づけることができるであろう削。

( 3 )考察

本節では、流通改革前後期における医療用医薬

品メ}カー収益の変化に関する考察を行った。サ

ンプルとして用意した45社、及びそのサブセット

である医療用医薬品専業企業30社の財務データか

らは、以下のことが明らかとなった。

1 )改革後、売上高、売上総利益ともに上昇し

ているが、その傾向は改革前と変わらない。すな

わち、流通改革は売上原価には影響を与えていな

しミ。

2 )営業利益は改革後、急激に上昇した。これ

は、販売費・一般管理費の相対的減少によるもの

であり、流通改革によるものと思われる。

3) さらに販売費・一般管理費の構成費目を分

析すると、値引補償額を費用計上すると思われる

拡販費が改革後、減少しており、流通改革により

不要となった値引補償の一部が営業利益増加の一

因となったことが観察できた。

表12 改革後の営業利益，拡販費の対前年度増減額

年 度
全サンプル 専業30社

営業利益増減額 販拡費増減額 営業利益増減額 販拡費増減額
1992 86，591 -11，970 82，066 -16，149 
1993 35，660 -13，803 35，725 -13，947 
1994 67，648 -17，284 56，096 -17，269 
1995 32，058 417 23，276 215 
1996 70，269 -1，379 57，464 -1，950 

金額:百万円
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もちろん、営業利益増加は値引補償額の減少以

外の、販売効率性を高める各メ}カーの経営努力

によるものもありうるが、 92年を境に，急激に上昇

し、その原因が販売費・一般管理費、そのうちで

も特に拡販費の減少という結果は、 1992年の流通

改革が医療用医薬品メーカーの利潤増加につなが

ったと言ってよいであろう。

4.流通改革と医療用医薬晶卸売業者

の経曽状況の変化

卸売業界全体の動きを見ると、経年的には卸売

業者の数は減少している。「薬事ハンドブックJ4) 

収載のデータを見てみると、日本医薬品卸売連合

会加盟企業数に端的に現れている(表13)。

これらの数値は、医療用医薬品卸だけではない

ので、本論文の分析対象の正確な記述にはならな

表13 医薬品卸企業の概況

年 度 売上高伸び率 加盟企業数
1989 1.54% 379 
1990 5.38% 369 
1991 7.35% 346 
1992 7.91% 329 
1993 3.11% 310 
1994 4.89% 301 
1995 3.05% 285 
1996 3.08% 273 

資料:日本医薬品卸業連合会;医薬品卸業の経営概況
出所:薬事ハンドブック各年版

いが、大手卸売業者の最近の提携や合併の動向か

らして、医療用医薬品卸売業者に限ってみても、

同様であろう。したがって、市場集中度も上昇し

続け、大手卸売業者の売上のシェアが増大してい

る(表14)。

ただし、これが流通改革と深く関連しているの

か、それとも薬価基準引き下げと関連しているの

か、あるいは画期的な新薬効果と関連しているの

かは明らかではない。おそらく実際には、それら

の要因の複合的な影響であろう。

ところで、流通改革が卸売業者の経営状態にど

のような影響を及ぼしたかを考察するために、前

述の医療用医薬品メーカ}の場合と同じように、

本業以外からの影響を受けない売上総利益と営業

利益を対象とするのが適当であろう。しかしなが

ら、卸売業者には上場企業が少なく、しかも現在

上場していても、ごく最近上場したという企業も

少なくない。したがって、経年的に多数の企業の

データを得るのは困難であるという点で、本章の

分析には限界があるが、ここでは「流通会社年鑑J5) 

から1989年度以降のデータのそろった医療用医薬

品卸業者9社についてみることにした制。

表15にあるように、売上高の推移を見ると、

流通改革のあった1992年度は、 12%とかなり高い

伸びを示している。前節の医薬品メーカーの分析

では、薬価基準の改定の前後に売上と利益の双方

に大きな変動が見られたが、卸売業者についても、

表14 売上規模別構成比

年度 50億円以上 30億円以上
1989 32.9% 22.9% 
1990 36.9% 23.4% 
1991 41.5% 21.1% 
1992 48.4% 17.0% 
1993 53.4% 12.8% 
1994 59.0% 11.4% 
1995 60.4% 10.4% 

(クレコンリサーチ&コンサルテイング調べ)
出所:薬事ハンドブック各年版

10億円以上 1億円以上 1億円以下 合計
29.0% 14.1% 1.1% 100 
27.7% 11.2% 0.8% 100 
26.9% 10.0% 0.6% 100 
26.3% 7.7% 0.6% 100 
26.8% 6.4% 0.5% 100 
23.4% 5.7% 0.5% 100 
23.0% 5.9% 0.4% 100 



表15 売上高

年 度 金額 伸び率

1989 867，775 
1990 928，079 6.95% 

1991 1，010，132 8.84% 

1992 1，140，079 12.86% 

1993 1，185，069 3.95% 

1994 1，258，509 6.20% 

1995 1，293，587 2.79% 
金額:百万円

93、95年に低成長を記録しており、売上について

は薬価基準の改定の影響が見られる。したがって、

1992年度の高い成長は薬価基準の改定による影響

プラス流通改革に伴い卸売業者が積極的な販売活

動を行った影響があったのではないかと推測でき

る。

主たる変化は、利益率の水準に現れている。営

業利益と売上総利益についてみると、メーカーの

場合と異なって、薬価基準の改定の年にあたるか

どうかであまり差異は認められない(表16、17)。

メーカ}が、薬価改定に伴って大幅な増収増益

医療用医薬品の流通に関する研究 17 

を確保してきた事実は、前述したとおりであるが、

少なくとも1990年以降について、卸業者では1992

年を除いてあまり大きな変化はしていない。それ

ゆえ、図 3に見られるような1992年の売上総利益

及び営業利益の著しい増加率は、明らかに流通改

革によって、卸業者が自主的に納入価格を決定で

きるようになり、利益を確保できたためと解釈で

きょう。

しかしながら、利益率の水準で見ると、その後

低下しており、その効果は長続きしていなし、。こ

れは、医療機関である病院側のパイイング・パワ

ーの問題、卸売業者間の競争の激化に原因がある

と考えられる。流通改革による却売業者の自主的

な納入価格の決定は、結局のところ医療機関に対

する医薬品の納入価格の上昇につながった。これ

は表18の薬品費について、病院の100床当たり収

益費用額の対前年比較にも現れている。 1992、

1993年に医業収益に対する比率が上昇し、その後

低下しつつある。

表16 売上総利益

年 度 金 額 伸 び 率 売上総利益率

1989 104，971 12.10% 

1990 111，283 6.01% 11.99% 
1991 119，998 7.83% 11.88% 
1992 140，682 17.24% 12.34% 

1993 143，022 1.66% 12.07% 

1994 141，460 -1.09% 11.24% 
1995 141，838 0.27% 10.96% 

金額:百万円

表17 自業利益

年度 金額 伸ぴ率 営業利益率
1989 17，973 2.07% 

1990 16，218 -9.76% 1.75% 
1991 16，084 -0.83% 1.59% 
1992 25，951 61.35% 2.28% 

1993 25，863 -0.34% 2.18% 

1994 21，978 -15.02% 1.75% 
1995 22，571 2.70% 1.74% 

金額:百万円
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卸売業者と病院との納入価格に関する交渉は長

期化し、病院側には共同購入などの動きもあると

いわれている。つまり、病院側は卸売業者の決め

た価格をプライス・テーカーとして受け入れるわ

けではなく、双方独占的な交渉者の一方として、

行動していると考えるべきであろう。そうした病

院側の動きに対抗し、医薬品卸売業界では大型合

併、提携が相次ぎ、中小卸売業の再編が進みつつ

ある。

結論的には、 1992年の医療用医薬品の流通改革

は、井上・手塚1)のモデルが予測するように、卸

売業者の利益率の上昇をもたらしたが出、それは

一時的なものであり、長続きはしなかった。その

理由は、新たに出現した流通の取引のあり方から

不利を被る病院側の対抗的な行動を惹起し、価格

決定のパーゲ、ニングが複雑化し、行動の変化をも

たらしたためであると考えられる。

図3 成長性
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表18 病院の100床当り収益費用額の対前年比較(薬品費)

年 度

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

注:各年 6月の数値、金額:万円
資料:病院経営実態調査報告
出所:薬事ハンドブ、ツク各年版

金額

2，029 
2，168 
2，189 
2，273 
2，639 
2，729 
2，779 
2，895 
2，806 
2，828 

増減率 医業収益(100対)

5.4% 25.1 
6.8% 25.4 
1.0% 24.6 
3.8% 24.8 
6.7% 26.1 
3.4% 26.4 
1.8% 25.0 
4.2% 24.7 

-3.1% 23.4 
0.8% 22.7 



5.まとめと結論

本研究では、医療用医薬品の流通システム改革

に関する、井上・手塚1)の理論モデルによる分析

から得られた結果、すなわち、

1 )医療用医薬品メーカーの利潤に関しては、

流通改革後の利潤は上昇する。

2 )卸売業者については、改革後にその利潤は

増加する。

3)医療機関の利潤(薬価差益)は減少する。

に関し、財務及びその他の一般に利用可能な公表

データにもとづく実証分析を行った。その結果明

らかになったことは、1)に関しては、医療用医

薬品メーカーの営業利益は改革後、急激に上昇し

ており、これは販売費・一般管理費の相対的減少

によるものであり、流通改革によるものと思われ、

さらに販売費・一般管理費の構成費目を分析する

と、値引補償額を費用計上すると思われる拡販費

が改革後、減少しており、流通改革により不要と

なった値引補償の一部が営業利益増加の一因とな

ったことが観察できた。これにより、理論モデル

の分析から得られた予測 1)は、医薬品メーカー

に関する財務データからも支持されることが明ら

かになった。また、 2)、 3)については、流通

改革は卸売業者の利益率上昇をもたらしたが、他

方、流通改革による新たな取引方法から不利を被

る医療機関の対抗的な行動を惹起し、価格決定の

パーゲニングが複雑化し、行動の変化をもたらし

たため、それは一時的なものであったという結論

を得た。しかしながら、一時的ではあるにせよ、

データは井上・手塚1)の理論モデルの分析結果を

支持しているということがわかった。そして、流

通改革により医療機関の利潤(薬価差益)が減少

したため、卸売業者と医療機関との関係は新たな

医療用医薬品の流通に関する研究 19 

局面を向かえているということも、明らかになっ

た。

以上から、今回の医療用医薬品の流通改革は理

論モデルが予測した通り、医療用医薬品メーカー

の利潤に関しては、流通改革後の利潤は上昇し、

卸売業者については、改革後にその利潤は(一時

的ではあるにせよ)増加し、医療機関の利潤(薬

価差益)を圧迫した。その意味では、今回の流通

改革は医療機関の薬価差収入を減らし、診療報酬

を上げることで、医療機関の薬価差収入を求める

動機を減らし、いわゆる「薬漬け医療Jの現状を

修正し、健康保険財政を立て直すという点で、一

定の評価を与えられるのではないだろうか。もち

ろん、今回の流通改革だけでは、医薬品の真の需

要者である個別の患者にとって、良い薬が安く適

正な量だけ手元に届くというわけではないので、

より一層の改革が望まれるところである。また、

上記したように、流通改革により医療機関の利潤

(薬価差益)が減少したため、医療機関はそのパ

イイング・パワーを利用し、また卸業者間の競争

の激化もあり、卸売業者と医療機関の関係は新た

な局面を向かえていることも注意を要するところ

である。
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注

1 新仕切価制を柱とする流通改革は、実際には

半年ほど前から試行されていたといわれる。

2 拡販費に計上されているものは、値引補償の

他、 MR活動の医師へのサービス費等も含まれ

る。しかし、 MRによる医師への過剰サービス

に関しては、 84年に業界の自主規制機関として

公正取引協議会を設立し、自主規制が行われて

きた。そして、 90年代に入って政府の規制緩和

が進み、 96年には公正取引委員会の「事業者景

品制限告示」が廃止され、公正取引協議会はこ

の告示に基づいて規定を定めていたので、新た

な規約の制定を迫られた。しかしながら、この

経緯からすると92年に拡販費が急激に下がった

(表10参照)のは、 MRによる医師へのサービ

ス減少による影響と言うよりは、流通改革によ

る値引補償の減少が大きな要因となったと考え

た方が、拡販費の急激な下落の説明がつくと考

える。

3 ここで取り上げた他の 3つの費目も含め、販

売費・一般管理費の費目の中で明らかに減少傾

向にあるのは、この拡販費のみである。

4 イワキ、協進、秋山愛生舘、大森薬品、九宏

薬品、サンアイ、昭和薬品、スズケン、ホシ伊

藤の 9社である。また、各年度はメーカ}の分

析時と同じように、 6月決算までを前年度とと

した。

5 この結論は、分析サンプルが極めて少ない点

で限界がある。また、大手と中小の卸では、流

通改革によって受けた影響が異なると言われて

いるが、その点の検討も課題として残されてい

る。
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An Empirical Study of the Medical Supplies 
Distribution System in Japan 

Tadashi Inoue， M.B.A. * 1 

Kimito Tezuka， M.C. * 2 

The medical supplies distribution system in Japan is very complicated and hard to 

understand， and has been advocated the necessity of its modernization. Therefore， the 

distribution reform has been performed in 1992. Inoue and Tezuka (1998) analyzed 

theoretically the meaning of the distribution reform and obtained three propositions in their 

article. In this paper， we investigate the actual validity of their propositions based on the 

company financial data. The findings of this research are the following. 

1) Medical-supplies manufacturer's profit is raised up rapidly after the reform. 

2) As for the wholesalers， those profits increase after the reform， although it may be 

temporary. 

3) The profits of a medical organization， that is medicine price margin， defrnitely decrease 

after reform. 

It made clear that these conclusions support Inoue and Tezuka (1998) theoretical 

propositions. 

[key wordsJ medical supplies distribution system， compensation for discount， medical price 
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論文

Economic Evaluation of Female Hormone 

Replacement Therapy for Osteoporosis 

and Fractures in Elderly Women 

Takashi Akamizu，MD，Ph.D * 1 

Kazuwa Nakao，MD，Ph.D* 1 

Yuichi Imanaka，MD，Ph.D * 2 

In this aging society， female hormone replacement therapy (HRT) has begun to attract close attention， not only for its 
e白cacyin disease prevention and improvement of the quality of life of middle-aged and elderly women， but also from the 
aspect of health economics. In Western countries， HRT is administered to 20-30% of all postmenopausal women， and there 

has been discussion about its cost-effectiveness in helping to prevent fractures， angiopathy， etc. In Japan， this therapy is 
used less extensively (only about 1/10 as frequently) than in Western countries， and there has been little discussion on this 
therapy 企oma health economics standpoint in Japan. The present study aimed to evaluate HRT in Jap釘 1金omthe economic 

viewpoint， by calculating the cost of HRT itself and the economic impact through its effect of preventing bone 合actures.

The present study focused on the relationship of HRT to osteoporosis and fractures， because its effectiveness in preventing 
other pathologic conditions has not yet been established. The medication cost ofHRT was estimated at about 140 billion yen 

per year， if it were administered to all postmenopausal women with osteoporosis. The estimated cost of HRT was relatively 

small in comparison to that of other drug therapies for osteoporosis， even when side effects were taken into account. 
When given to prevent osteoporosis and仕actures，HRT was estimat巴d，putting aside the cost of HRT itself， to reduce the 

direct cost of bone企acturecare by 295.1 billion yen and the indirect cost by about 8.2 billion yen. Thus， a total reduction of 

about 303.3 billion yen by the administration of HRT was expected， suggesting that HRT could eliminate about 20% ofthe 

medical cost generally required for the treatment of osteoporosis and bone fractures. This analysis estimated the cost of the 

therapy itself and also the cost reduction due to the beneficial health effect of preventing osteoporosis， and suggested that 
HRT for postmenopausal women is comparable to or superior to other drug therapies conventionally used for ost巴，oporosls.

Considering also the clinical benefits of HRT of controlling conditions other than osteoporosis and fractures， HRT seems to be 

a promising therapy. It is desirable to analyze the factors hampering the acceptance of this therapy in Japan. In the future， 
clinical-epidemiological data should be collected and further economic analysis should be pursued， concerning this promisin 

[key words 1 female hormone replacement therapy， osteoporosis， femoral neck fracture， vertebral fracture， economic 
evaluation 
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* 2 Department of Healthcare Economics and Quality Management， School of Public Health， Kyoto University Graduate 
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1. Introduction 

Now that the average life expectancy of females 

in Japan is about 84 years， more than one-third of 

a woman' s life is post-menopause. This means 

that women live for about 35 years with estrogen 

deficiency. It has been revealed that estrogen not 

only plays an important role in reproduction but 

also exerts diverse functions related to the 

function of organs and the maintenance of life. As 

women' s life-spans are prolonged， health 

management for women faces important 

problems， i.e.， not only climacteric disorders (a 

problem recognized for many years) ，but also an 

increased risk of developing fractures due to 

osteoporosis and cardiovascular disorders due to 

arteriosclerosis. U nder these circumstances， 

female hormone replacement therapy (HRT) 

was introduced to clinical practice to prevent and 

treat diseases specific to middle-aged or elderly 

women and to improve the quality oflife (QOL) 

of these women 1)-3) • This therapy has been 

attracting close attention from a medical 

economics viewpoint， on the grounds that the 

number of women receiving this therapy and the 

duration of therapy are expected to increase 

markedly in the aging society4)ふ). In Western 

countries， 20-30% of postmenopausal women 

receive HRT， and the cost of this therapy has 

been debated in relation to its effects of 

preventing fractures， angiopathy， Alzheimer's 

disease， etc. In Japan， however， this therapy is 

given to only about one-tenth the numbers of 

those receiving it in Western countries. 

Discussion on this therapy from a medical 

economics viewpoint has only recently begun in 

J apan 6) ，7) . The present study was undertaken to 

review medical economics studies of HRT 

conducted in Western countries and to attempt to 

calculate the cost and benefits of this therapy正it

were administered extensively in Japan， with the 

ultimate goal of providing perspectives on the 

desirability ofusing HRT in Japan. 

As stated above， the effects on fractures and 

cardiovascular disorders have been highlighted as 

the positive results of HRT for elderly women. In 

recent years， there has been some controversy 

about the effects of this therapy regarding 

prevention of ischemic heart disease. In a large-

scale secondary prophylaxis study entitled， 

“Heart and Estrogen/Progestin Replacement 

Study (HERS)" 8)， HRT failed to prevent 

ischemic heart disease， and instead increased the 

incidence of venous thrombosis. A large-scale 

primary prophylaxis study “Women' s Health 

lnitiative (WHI) " is now under way， and the 

results will be reported in 2006. The predominant 

opinion in the United States now is that until the 

results of this study are confirmed， HRT should 

be confined to the treatment of climacteric 

disorders and osteoporosis， and that lipid-

lowering agents of the statin family should be 

used as drugs of first choice for the treatment of 

hyperlipidemia 9) • In view of this opinion， the 

purpose of this study was limited to the effects of 

HRT on osteoporosis and fractures， i.e.， conditions 

for which HRT's effectiveness has been con五rmed.

No previous studies have examined the economic 

impact of HRT at the societallevel in Japan， and 

we expect that such studies will contribute to 

spreading HRT and improving the QOL of 



middle-aged and elderly women. 

2. Subjects副 ldMethods

( 1) Collection of papers and 

statistical data 

Papers on HRT， osteoporosis and fractures 

published in Western countries were collected 

using Medline， and those published in Japan 

were collected primarily using Japana Centra 

Revuo Medicina， Reports from Japanese 

governmental organizations and nationwide 

statistics were also utilized as sources of statistics 

for Japan. In Japan， the percentage of elderly 

women receiving HRT is st出 verylow， and there 

have been few epidemiological studies of the 

effects of this therapy on osteoporosis and 

fractures. For this reason， we referred primarily 

to Western papers when collecting information 

about the effects of HRT on osteoporosis and 

fractures. 

( 2) Form of evaluation 

This study calculated the cost of HRT itself if it 

were implemented in target populations on a 

nationallevel， and estimated the economic impact 

of HRT through its effect in the prevention of 

bone 仕actures.

In the present study， reduced cost was only 

analyzed with regard to osteoporosis and 

企actures.HRT may potentially result in benefits 

not only in the control of osteoporosis and 

fractures， but also in the control of many other 

conditions， such as cardiovascular disease， 

atrophy of the urogenital organs and unidentified 

climacteric complaints. In recent years， it has also 
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been suggested that HRT is effective in 

preventing Alzheimer' s disease. However， 

quantification and evaluation of HRT' s effects 

against conditions other than osteoporosis and 

仕actureswould involve debatable issues， and for 

this reason the present study was limited to these 

two conditions. 

(3) Modeling 

The target for HRT was set as women aged 50 

years or older， considering the average age of 

menopause. Figure 1 shows the clinical course of 

these women after menopause， which was 

followed by bone mass decrease， and then by 

osteoporosis. In the early stages of ostesoporosis， 

patients have no subjective symptoms， and a 

considerable percentage of them remain 

untreated. Lower back pain is the most frequent 

symptom of the later stages of osteoporosis， and 

this symptom is controlled by drug therapy on an 

outpatient basis. Patients with osteoporosis are 

likely to develop fractures of the femoral neck， 

spine， distal end of the radius and proximal end of 

the humerus. Femoral neck fractures are the 

most problematic， as they tend to cause patients 

to become bedridden. Although other types of 

fractures may also cause a bedridden state and 

reduced QOL， their quantitative evaluation is 

difficult. For this reason， this study dealt with 

only those bedridden due to femoral neck 

fractures. 

It is thought that some bedridden patients may 

receive care at home. The present study was 

based， however， on the assumption that all the 

patients would receive care at social welfare 

facilities for the aged. This assumption will not 
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cause significant bias in estimating the cost of 

caring for bedridden patients， because even 

patients cared for in their own home will require 

some financial support， and that total cost will 

not be significant1y biased by using the cost of 

care at facilities to represent the cost for all 

patients in the described group. It was estimated， 

on the basis of published reports， that 3 months 

would be needed to treat仕acturesof the femoral 

neck and 42.6 days would be required for other 

fractures (see detailed accounts in Section 3 

( 2) -b) -ii) ，“Cost ofむeatmentof bone frac加rd).

We believed that the remainder of the total period 

needed to care for fractures (9 months in the 

case of femoral neck fractures) would be the 

period during which drug therapy is conducted at 

outpatient clinics. 

The cost of HRT was based on a protocol that 

was considered to be one of the standards， and 

was estimated from the national fee schedule of 

the health insurance reimbursement for health 

care for the year 2000. The economic impact of 

HRT by controlling osteoporosis and fractures 

was evaluated with respect to both direct and 

indirectcost. For the direct cost， the amount 

saved was calculated for fractures and 

osteoporosis separately. The change (reduction) 

in the incidence of fractures due to HRT therapy 

Figure 1 Course followed by middle-aged or elderly women with osteoporosis. 
The dotted line surrounds events that were included for estimation 
of cost in the present study. 
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was estimated from the published data of 

Western countries， because no such data were 

available in Japan. The cost reduction due to 

HRT by controlling osteoporosis was evaluated in 

patients currently receiving treatment， based on 

the assumption that this therapy can replace one 

of the following major drugs for os旬oporosis，such 

as bisphosphonates， activated vitamin D 3， 

iprif1avone， vitamin K2 and elcatonin. It was not 

possible to obtain all the statistical data from the 

same year， and the latest data available were 

used. For the indirect cost， only the production 

loss during hospital stay for the treatment of bone 

fractures was calculated in the present study. 

Details of the method of calculation of production 

loss， which can be reduced by HRT， are shown in 

Table7. 

( 4) Analysis viewpoints 

Economic evaluation in medical fields is 

performed from various viewpoints， including 

those of clinicians， hospitals or provider 

institutions， patients or patient groups， private 

sector hea1th care enterprises or insurance 

companies， payers and society as a whole. This 

study was based upon society' s viewpoint with a 

nationwide scope. 

3. ResuI臼

( 1 ) Medical economics studies of HRT in 

Wes↑ern coun↑ries 

A literature search in 2001 through Medline 

(the National Library of Medicine， USA) using 

the key words “ HRT or ESTROGEN 

REPLACEMENT THERAPY" AND “COST or 
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BENEFIT or EFFECTIVENESS or UTILITY or 

MINIMIZATION" AND "ECONOMICS" 

resulted in 76 hits (Table 1) . Papers on cost-

benefit analysis accounted for the highest 

percentage (48 papers， 63%) of the total， 

fol1owed by those on cost-effectiveness analysis 

(13.17%) . Out of them， 29 papers were on 

general topics， and "osteoporosis and fractures" 

(31.41 %) was the mostfrequent specrnc subject. 

( 2) Es↑ima↑ion of economic impact of HRT 

in Japan 

a) Expense of HRT itself 

Several HRT regimens are available， and can 

be divided into the categories of estrogen alone 

and combined estrogen and progestogen therapy. 

There are several estrogen preparations used for 

HRT. Two methods， continuous administration 

and periodic administration， are used for 

combined estrogen and progestogen therapy. 

Female hormone preparations are inexpensive 

and similar in price. For example， Premarin 0.625 

mg (a representative binding-type estrogen 

preparation) and Provera 2.5 mg are used for 

combined estrogen and progestogen therapy， and 

their price in the health insurance fee schedule is 

12.5 yen and 33 yen， respectively. Therefore， the 

cost of this therapy is 45.5 yenlday. Estriel (1 

mg) ，which is often used for the treatment of 

senile osteoporosis， is priced at 43 yen for two 

tablets (the daily dose) ， which is almost the 

same as the cost of the combined hormone 

regimen. We therefore used the cost of combined 

continuous administration of estrogen and 

progestogen， of 45.5 yen daily or 16，608 yen 

annually. 
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The mean age when women experience 

menopause is about 50 years. In 1999， the 

number of women aged 50 or older in Japan was 

estimated to be 25，784，000， and ofwomen aged 65 

or older was estimated at 12，369，00015
) • The 

number of patients with osteoporosis was 

estimated at about 8，410，000 in 1994 16) ， and this 

number has probably been increasing annually. 

The number of patients with decreased bone mass 

is probably greater and there are at least 

10，850，000 patients with this condition15
) ，16) • The 

above subpopulations could be potential targets 

for HRT medication， and the estimated 

medication expense for postmenopausal women 

with osteoporosis would be 139，669 million yen 

per year (= 8，410，000 x 45.5 yen/day X 365 

days) . 

In the next step， expenses related to PI・e-HRT

care and post-HRT follow-up were considered. 

The results are summarized in Table 2， which 

shows the cost of the initial assessment before 

HRT and the annual cost based upon two-weekly 

follow-up primarily to prescribe and dispense the 

routine HRT medication and to check for 

potential adverse reactions. This calculation was 

based on the regimen of necessary tests and drugs 

proposed by Aonoll
) . The health insurance fee 

schedule for the year 2000 was used for this 

calculationl2
) ，13) • The cost of care at the凶 tiation

of HRT was 38，970 yen， a litt1e less than 40，000 

per patient， and the annual cost of follow-up was 

about 111，000 yen per patient. The total expense 

thus calculated was about 40% higher than the 

cost previously estimated by Shiraki (at 79，482 

Table 1 Search of papers on health economics of HRT by Medline in 2001 

Key words 

# 1 : HRT or ESTROGEN 
REPLACEMENT THERAPY 

# 2 : COST or BENEFIT or EFFECTIVENESS 
or UTILITY or MINIMIZA TION 

# 3 : ECONOMICS 
# 1 AND # 2 AND # 3 

Cost-Benefit analysis 
on general topics 
on osteoporosis and fractures 
on other conditions 

Cost-E旺'ectivenessanalysis事

on general topics 
on osteoporosis and fractures 
on other conditions 

Cost-of-illness analysis 
on general topics 
on osteoporosis and fractures 
on other conditions 

Others帥

: lncluding some cost.utility analyses 

Number of 
papers found 1 (a) % 

6807 

239643 

116726 
76 100% 
47 62% 

14 18% 

7 9% 

8 11% 

: Papers not falling under any of the above-mentioned three categories of analysis 
a) : Classification of the 76 papers containing all of the key words # 1 . # 2 and # 3 
b) : S由 categories

Number of 
papers found 2 (b) 

27 
17 
3 

O 
10 
4 

2 
4 
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Subtotal 

Tests and drug therapy at outpatient clinic 
Re-examination 
Outpatient manageme泊t
Prescription 
Dispensing 
Basic technical charge for dispensing 
Premarin (0_625 mg) 
Provera (0.25 mg) 
LH，FSH，E2 
Biochemical tests 
Biochemical evaluation (I) 
Biochemical evaluation (II) 
Hematological tests 
Coagulation tests 
Hematological evaluation 
Bone metabolism markers 
Venous blood sampling 
ECG 
Chest X-ray 
Urinalysis 
Ultrasonography 

Breasts 
Dual X-ray absorptiometry (DXA) 
Cytologic checks for uterine cancer 
Pathological tests 

N且I.Points 
74 
52 
42 
9 
8 

Subtotal 

Annual cost (per patient) 
First y即扇副

Subsequent years (yen) 

640 
175 
145 
126 
27 
94 
126 
210 
12 

150 
150 
58 

5，500 
3，500 
3，600 
1，400 
2，400 

38，970 

Amount (yen) Frequency (per year) Annual cost (yen) 
740 26 19，240 
520 26 13，520 
420 26 10，920 
90 26 2，340 
80 26 2，080 

12.5 365 4，563 
33 365 12，045 

6，400 1 6，400 
1，750 2 3，500 
1，450 2 2，900 
1，260 1，260 
270 1 270 
940 1 940 

1，260 1，260 
2，100 2 4，200 
120 2 240 

1，500 1 1，500 
1，500 1，500 
580 1 580 

3，500 2 7，000 
3，600 2 7，200 
1，400 2 2，800 
2，400 2 4，800 

111，058 
150，028 
111，058 

350 
360 
140 
240 

* : Points for GP. 250 points for hospitals. ・Pointsfor GP. 70 points for hospitals. 
N.H.I. points: national health insurance points 
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yen)ω. This difference is probab1y because the 

present ca1cu1ation included all of the costs of 

various tests， re-examinations， checks for adverse 

reactions， etc. The adverse reactions to HRT 

reported to date include increased risk of cancer of 

the uterine body and breast. It has been reported 

that the risk of uterine body cancer can be 

suppressed a1most comp1ete1y by the combined 

estrogen and progestogen regimen. No consensus 

has yet been reached concerning countermeasures 

against the risk of breast cancer. In the present 

ca1cu1ations， the cost of checking for adverse 

reactions was included， but that of treatment for 

such reactions was not included. The cost of other 

drug therapies for osteoporosis was a1so higher 

than previous1y reportedl4
) when all re1ated fees， 

such as those of test result assessment， re-

examinations， checks for adverse reactions， etc.， 

are taken into consideration. It is therefore 

considered that the cost of HRT is comparab1e to 

or 10wers than that of other osteoporosis drug 

therapies， as previous1y reported. We automatically 

calculated the cost on a nationa11eve1 when HRT 

was hypothetically administered to the severa1 

subpopu1ations described be10w (Table 3) . For 

examp1e， when al1 women aged 50 or older were 

given this therapy (although it is unrealistic) ， 

All postmenopausal women (昭ed50 or older) 
W omen aged 65 or older 
Postmenopausal women with osteoporosis' 
Postmenopausal women with decreased bone mass料

• : <mean -3 SD of T value of DXA (Ogawa et aL同)
: <mean -2.5SD of T value of DXA (Ogawa et aL16

)) 

the annua1 cost wou1d be 2.9 trillion yen. If HRT 

with the above follow-up regimen were 

administered to patients with osteoporosis， it 

wou1d cost 934 billion yen. This expense is not 

regarded as an additiona1 burden to society， 

because many postmenopausa1 women with 

osteoporosis are under routine clinica1 care for 

osteoporosis， climacteric symptoms or other 

conditions. 

b) Estimation of Cost Reduction Due to HRT 

i) Epidemio1ogy of bone fractures in e1derly 

popu1ation 

Incidence and prevalence are parameters used 

to describe the frequency of disease. Most 

statistics on fractures other than vertebra1 

fractures show incidence on1y. Orimo et al. 

reported a nationwide survey of the incidence of 

femora1 neck fractures for the year 1997 17) ， as 

shown in Table 4. According to their report， the 

number of women who deve10ped this type of 

fracture during the ye町 was71，600. Its incidence 

per 10，000 popu1ation was 0.13 and 0.60 for 

women younger than 40 and for women between 

40 and 49 years of age， respective1y. Because 

there were about 30.3 million women younger 

than 40 and 8.6 million women between 40 and 

Number of 
women 

25，784，000 
12，369，000 
8，410，000 
10，850，000 

Annual cost 

(旦止4旦昼
111，058 
111，058 
111，058 
111，058 

2，863，519，472，000 
1，373，676，402，000 
933，997，780，000 

1，204，979，300，000 

The number of all postmenopausal women (aged 50 or older) and that of women aged over 65 were derived 
from the estimated population statistics for 1999回.
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Table 4 Estimated annual incidence of spinal fracture， radial end fracture and 
humeral proximal end fracture in Japanese women aged 50 or older 

F emoral neck fracture Spinal fracture Radial end fracture Humeral proximal end fracture 
Age Number of Incidence Subtotal Incidence Subtotal Incidence Subtotal Incidence Subtotal 

women' per料 (head) per帥* (head) per材料 (head) per榊ホ (head) 
On thousands) 100，000 100，000 100，000 100，000 

50 1，184 23.9 283 315 3，730 90 1，066 8 95 
51 1，174 23.9 281 315 3，698 105 1，233 9 106 
52 1，120 23.9 268 315 3，528 120 1，344 10 112 
53 705 23.9 168 315 2，221 135 952 13 92 
54 762 23.9 182 315 2，400 150 1，143 16 122 
55 934 23.9 223 315 2，942 170 1，588 20 187 
56 908 23.9 217 315 2，860 190 1，725 24 218 
57 935 23.9 223 315 2，945 210 1，964 28 262 
58 915 23.9 219 315 2，882 220 2，013 30 275 
59 837 23.9 200 315 2，637 220 1，841 30 251 
60 731 90.7 663 867 6，338 220 1，608 31 227 
61 788 90.7 715 867 6，832 220 1，734 32 252 
62 813 90.7 737 867 7，049 230 1，870 32 260 
63 820 90.7 744 867 7，109 230 1，886 32 262 
64 789 90.7 716 867 6，841 230 1，815 32 252 
65 754 90.7 684 867 6，537 230 1，734 32 241 
66 761 90.7 690 867 6，598 230 1，750 32 244 
67 745 90.7 676 867 6，459 220 1，639 32 238 
68 725 90.7 658 867 6，286 210 1，523 40 290 
69 690 90.7 626 867 5，982 210 1，449 48 331 
70 675 408 2，754 1，452 9，801 200 1，350 57 385 
71 652 408 2，660 1，452 9，467 215 1，402 66 430 
72 632 408 2，579 1，452 9，177 230 1，454 75 474 
73 619 408 2，526 1，452 8，988 245 1，517 82 508 
74 585 408 2，387 1，452 8，494 260 1，521 88 515 
75 535 408 2，183 1，452 7，768 270 1，445 95 508 
76 514 408 2，097 1，452 7，463 260 1，336 105 540 
77 485 408 1，979 1，452 7，042 260 1，261 116 563 
78 449 408 1，832 1，452 6，519 260 1，167 122 548 
79 451 408 1，840 1，452 6，549 260 1，173 127 573 
80 347 1478 5，129 1，647 5，715 260 902 132 458 
81 346 1478 5，114 1，647 5，699 250 865 140 484 
82 323 1478 4，774 1，647 5，320 240 775 148 478 
83 308 1478 4，552 1，647 5，073 230 708 152 468 
84 279 1478 4，124 1，647 4，595 220 614 156 435 
85 261 1478 3，858 1，647 4，299 210 548 160 418 
86 230 1478 3，399 1，647 3，788 210 483 160 368 
87 205 1478 3，030 1，647 3，376 210 431 160 328 
88 171 1478 2，527 1，647 2，816 210 359 160 274 
89 146 1478 2，158 1，647 2，405 210 307 160 234 
90 and over 481 2810 13，516 1，647 7，922 210 1，010 160 770 

25，784 83，905 228，150 52，502 14，073 
事:Estimated population by age groups in 199915

) 

帥:Derived from incidences reported by Orimo et al.J7) 
帥ホ:Derived from incidences in women in Hiroshima， born between 1900 and 1909， surveyed by Fujiwara et al.22) • 

W omen over 90 years of age were assumed to be similar to those between 80 and 89 years of age. 
材料:Estimated from graphic representation of incidences in Tottori Prefecture (1986.1988) by Ogino et al.24) 
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49 years of age in 1999， according to the statistics 

of the governmental bureau of statisticsl5) ， the 

number of women aged 50 or older who develop 

this type of fracture during a ye町 isestimated to 

be 70，700 (=71，600-400-500). Femoral neck 

fractures can be subdivided into medial and 

lateral types. Since the lateral type is仕equently

associated with osteoporosisl8
) ， only this type was 

examined in this study. Ogawa et al. also 

performed cost-of-illness analysis in such 

patientsl6) . It has been reported that lateral 

femoral neck fractures account for 59-66% of all 

femoral neck fractures 18) -21) . If this percentage is 

regarded to be about 60%， it is estimated that the 

number of middle-aged or elderly women with 

femoral neck fractures associated with 

osteoporosis is 42，420 per year (Table 5) . 

No nationwide epidemiological survey has been 

reported concerning the incidence or prevalence of 

verlebral fractures. Fujiwara et al. calculated the 

incidence of fractures of the thoracic vertebrae on 

the basis of the long-term follow-up data of about 

14，000 inhabitants of Hiroshima and 

Nagasaki22
) 幻). Although available data are 

relatively old (data for 1958・1986) and do not 

contain data on lumbar vertebrae， their 

extrapolation to the entire country allows us to 

estimate that the incidence of vertebral 仕actures

among women aged 50 or older is about 228，200 

per year (Tables 4 and 5) . 

No nationwide epidemiological survey has been 

conducted on the incidence of fracture of distal 

end of the radius or proximal end of the humerus， 

either. The major data available on the incidence 

of these types of仕acturewere collected by Ogino 

et al. in Tottori Prefecture for the period between 

1986 and 198824
) • According to their report， the 

incidence of fracture of distal end of the radius 

among women aged between 60 and 79 was 270 

to 330 per 100，000 population. If this figure is 

extrapolated to the entire country， the annual 

incidence of this type of fracture血 womenaged 

50 or older is estimated at about 52，500 (Tables 

4 and 5) . The incidence ofhumeral proximal end 

fracture increased gradually as the age increased 

over 50， and its incidence in women rose linearly 

after age 70， reaching 160 per 100，000 population 

at ages over 85. If the data for Tottori Prefecture 

are extrapolated to the entire country， the 

incidence of humeral proximal end fracture in 

Japan is estimated at about 14，100 per year 

(Tables 4 and 5) .When compared internationally， 

the incidence of fractures of distal end of the 

radius and proximal end ofthe humerus in Japan 

Table 5 Estimated incidence of each type of fracture 
in women aged 50 or olde in 1 999* 

Fracture type 

Femoral neck fracture 

Lateral femoral neck fracture 

Spinal fracture 

Radial end fracture 

Humeral proximal end fracture 

事:See Table 4 

Incidence (women/year) 

83，900 

50，300紳

228，200 

52，500 

14，100 

帥:Estimated from total incidence of femoral neck fracture reported in references 18 through 21 



Economic Evaluation of Female Hormone Replacement 
Therapy for Osteoporosis and Fractures in Elderly Women 33 

was lower than that reported from Western 

countries241 . 

話) Cost oftreatment ofbone fractures 

The treatment of fractures and osteoporosis 

involves direct and indirect costs as shown in 

Table 6. The direct costs of fracture treatment 

include the costs of surgical treatment and follow-

up management. Treatment can vary depending 

on the type of fracture. Although the cost of 

treatment of femoral neck 企acturevaries greatly 

between femoral head prosthesis and 

osteosynthesis201 ，241 ， Ida et al. reported that its 

treatment involving three months of 

hospitalization required 1.95 million yen on 

average251 . This figure was used in subsequent 

calculations. Concerning the cost of vertebral 

fracture treatment， Inoue reported that it costs 

776，200 yen if the patient is hospitalized for 42.6 

days21l . Although no exact cost of treating 

fracture of distal end of the radius or proximal 

end of the humerus has been reported， 

Chrischilles et al. found that the cost of treating 

fractures of distal end of the radius is 

approximately equal to that of treating vertebral 

fractures261 . We therefore assumed in subsequent 

calculations that the cost of treating fracture of 

distal end of the radius or proximal end of the 

humerus is equal to that of treating vertebral 

fractures. The cost of follow-up of patients with 

fracture varies greatly depending on the type of 

fracture. In cases of femoral neck fracture， the 

follow-up cost will highly depend on whether the 

patient remains bedridden or can receive 

treatment at an outpatient clinic (Table 6) . For 

the calculation of each cost， we used the methods 

described in “Modeling" of the “Subjects and 

Methods" section. Even in cases of fractures 

other than femoral neck fracture， the patient 

sometimes has to remain bedridden for some 

period of time， but many patients can receive 

treatment of their osteoporosis or pain at an 

outpatient clinic. For this reason， the follow-up 

Table 6 Direct cost of treatment， care， etc. for fractures (per patient) 

Category Subcategory Cost Source 

Cost of fracture treatment Femoral neck fracture 

(yen/time) Average 1，950，000 Reference 25 

Femoral head prosthesis 900，000-2，000，000 Reference 20 

Osteosynthesis 800，000・1，300，000 Reference 20 

Spinal fracture 776，200 Reference 20 

Radial end fracture (776，200) Reference 26 

Humeral proximal end仕acture (776，200) (Assumption) 

Cost of after-care Bedridden patients 

(yen/month) Social welfare home for the aged 325，000 Reference 25 

Care at patient's own home 195，000 Reference 25 

Short stay services 330，000 Reference 25 

Day services 156，000 Reference 25 

Lower back pain care (wet compress， vitamin D) 48，000 Reference 16 
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cost for fractures other than femora1 neck fracture 

was deemed to be equa1 to that of femora1 neck 

fracture (48，000 yenJmonthI6
}) • Since the cost of 

receiving care during daily living after discharge 

(direct non-medica1 cost) is difficu1t to 

distinguish from the above-mentioned direct 

medica1 cost， it was excluded from the cost 

calcu1ation in the present study. 

Production 10ss was calcu1ated as the main 

indirect cost according to the method reported by 

Ogawa et al. 16} • Details of the method and resu1ts 

of calcu1ation of production 10ss， which can be 

reduced by HRT， are shown in Table 7. 

iii) Hea1th effects of HRT and their economic 

impact 

No study on the effects of HRT on the risk of 

bone fracture has yet been pub1ished in J apan. 

We therefore referred to the data pub1ished in 

Western countries. The se町 chresu1ts are shown 

in Table 8. For femora1 neck fracture， 7 case-

contro1 studies27}ー お， 6 cohort studies34
}-39} and Z 

reviews of case contro1 and cohort studies40
} .4]) 

were availab1e. The percent decrease in the 

incidence of fracture following HRT varied great1y 

from report to report (range 0 -80%) . In more 

than half of all reports， the percent decrease was 

in the range of 40 to 60%， and their simp1e 

average was 44%. Using this average figure， it 

was assumed for the subsequent calcu1ations that 

the incidence of femora1 neck fracture wou1d be 

decreased by 44% when HRT was administered 

to postmenopausa1 women with osteoporosis. The 

on1y paper found concerning vertebra1 fracture 

was a randomized controlled trial. This paper 

reported a 61 % decrease in the incidence of 

vertebra1 fracture following HRT41
} • On1y cohort 

studies were found on fractures of dista1 end of 

the radius and proxima1 end of the humerus， 

reporting an incidence of 54% and 34%， 

respective1i9
} • These two figures were adopted for 

calculations in this study， because they had been 

used for hea1th economics studies carried out in 

Western countries26
} ，43} • 

Table 9 shows the estimated reduction in direct 

cost re1ated to bone fracture， based on the figures 

in Tables 6組 d8. The hospitalization rate due to 

each type of fracture was estimated from the 

report by Chrischilles et al.26} • It was estimated at 

100% for femora1 neck fracture， 25% for vertebra1 

fracture， 10% for fracture of dista1 end of the 

radius， and 10% for humera1 proxima1 end 

fracture. The methods of the other calcu1ations 

are shown in “Modeling" of the “Subjects and 

Methods" section. The reduced cost due to HRT 

in controlling bone fractures was estimated to be 

about 187.3 billion yen. 

With regard to osteoporosis care， we focused on 

reduction in the cost of medication. At present， 

drug therapy for osteoporosis primarily uses 

bisphosphonates， activated vitamin D 3 ， 

ipriflavone， vitamin K2 and elcatonin in addition 

加 HRT，and these drugs are used independent1y 

or in combination. Adequate ca1cium intake， 

exercise and lifesty1e habits are a1so important in 

the contro1 of osteoporosis. HRT and 

bisphosphonate are known to reduce the bone 

density decrease and fractures more powerfully 

than activated vitamin D 3， ipriflavone and 

vitamin K214
} • As shown in Table 9， Orimo et al. 

estimated the annua1 cost of these drugs to be 

between 31，000 and 91，000 yen岨} . We assumed 

that HRT can make at 1east one of these drugs 
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unnecessary， and calcu1ated that HRT wou1d 

allow about 60，000 yen to be saved on average. 

The cost cut due to such drugs no 10nger being 

necessary for osteoporosis care was estimated to 

be about 107.8 billion yen per ye町.Therefore， the 

tota1 reduction in direct cost by HRT was 

estimated to be 295.1 billion yen. 

Concerning indirect costs， on1y the production 

10ss during hospita1 stay for the treatment of bone 

fracture was calcu1ated in the present study. As 

shown in Table 7， this 10ss was estimated to be 

about 8.2 billion yen. 

4. Discussion 

Forms of economic eva1uation of HRT used to 

date include cost-benefit ana1ysis， cost司

effectiveness ana1ysis， cost-of-illness ana1ysis and 

cost-utility ana1ysis， as shown in Table 16
)，10) • 

Cost-effectiveness ana1ysis of HRT from a 

nationwide perspective has been reported not 

infrequently in Western countries， where HRT 

was compared with other drug therapies 

(bisphosphonate， vitamin D 3， iprif1avone， vitamin 

K2， e1catonin， etc.) for the treatment of 

osteoporosis and fractures. In Japan， no detailed 

nationwide cost-effectiveness ana1ysis has been 

reported， with on1y few studies with this form of 

ana1ysis based on regions of Japan14
) • On the 

other hand， costゐenefitanalysis， either covering 

the entire nation or parts of the country， has not 

been pub1ished. The number of cost-of-illness 

studies on osteoporosis and fractures conducted in 

Japan is a1so very 10w. In our extensive literature 

search， the ana1ysis reported by Ogawa et al. iおS 

the on1y detai1ed nationwide costι司 of-i

ana1ysis of 0凶st白eo叩po町ro凶SlおSIω6ω)• Severa1 studies of this 

form but covering on1y parts of Japan have been 

reported， including those conducted by Inoue20
) ， 

Orim049
) and Ohta50

) • The present study was not 

a cost-of.聞illnessstudy with a focus on an il1ness， 

but ca1cu1ated the cost of HRT itself and 

Table 8 Decrease of fractures by HRT 

Fracture type Percent decrease Reference Type of study 
Femoral neck fracture 80% 27 Case control study 

60% 28 Case control study 
30% 29 Case control study 
30% 30 Case control study 
60% 31 Case control study 
60% 32 Case control study 
40% 33 Case control study 
50% 34 Cohort study 
60% 35 Cohort study 
40% 36 Cohort study 
20% 37 Cohort study 
0% 38 Cohort study 
40% 39 Cohort study 

(Simple mean) 44% 
Spinal fracture 61% 40 Randomized controlled trial 
Radial end fracture 54% 37 Cohort study 
Humeral proximal end fracture 34% 37 Cohort study 
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equal to that of radial end fractur巴.

••• : Based on the assumption that on巴outof bisphosphonates， vitamin D3， ipriflavone， vitamin K2 and elcatonin becomes unnecessary following the start of HRT， 
the annual costs of these drugs (urimo et al.")) were averaged. The numb巴rof patients receiving drug therapy was estimated from the reports of 
urimo et a1.48

) and ugawa et al.16
) • 
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estimated the economic impact of nationwide 

introduction ofHRT. 

The annual medication cost of HRT for the 

nation was estimated to be about 140 billion yen 

when administered to postmenopausal women 

with osteoporosis (Table 2) . The cost of female 

hormone preparations for HRT was estimated as 

only 16，608 yen per ye町 (15%ofthe total cost) . 

On the other hand， the cost of checking for 

potential problems with HRT， such as uterine 

body cancer， breast cancer and impaired 

coagulation， was estimated to be as high as 

16，800 yen. Thus， the total drug cost and the cost 

of checking for adverse reactions was 33，408 yen 

for HRT， which is much lower than， or at least 

comparable to， the cost of only medications for 

other osteoporosis treatment (Table 10) . 

Because we adopted strict guidelines for follow-

up， its cost could potentially be reduced 

substantially based upon future evidence 

regarding efficient methods to monitor side 

effects. In addition， HRT is more beneficial than 

other osteoporosis drugs in the control of 

cardiovascular disease， urogenital disease and 

climacteric complaints. 

It is necessary to perform an updated 

nationwide epidemiological survey concerning 

various types of fracture in our country. Only 

surveys in a local area or on particular types of 

fracture have been conducted. As mentioned 

above， no nationwide epidemiological survey has 

been reported concerning the incidence or 

prevalence of vertebral仕acture，or the incidence 

of仕actureof distal end of the radius or proximal 

end of the humerus. In view of the recent trend of 

Westernization of the diet in Japan and the 

possibility that the frequency of fracture may vary 

仕omdistrict to district， it is desirable that a new 

nationwide survey is conducted using 

internationally accepted criteria diagnostic. 

Regarding the prevalence of vertebral fracture， 

Fujiwara et al. compared the prevalence in 

inhabitants of Hiroshima with that of foreign 

cities51
) • Their comparison revealed that the 

prevalence of vertebral fracture was higher for 

Japanese than for Western people， but that it has 

been decreasing in recent years in Japan. 

Due to the health effects of HRT in preventing 

bone fractures， the total cost reduction was 

estimated to be 303.3 b山 onyen， consisting of a 

direct cost reduction of about 295.1 billion yen 

(Table 8) and an indirect cost reduction of about 

8.2 billion yen (Table 7) ，putting aside the cost 

of HRT itself. Ogawa et al. estimated in their cost-

Table 10 Annual cost of major drugs used to treat osteoporosis (estimated as 
of April 1998) (reproduced from Table 25 of reference 48 with 
modification) 

Drug 
Ethidronate (200 mg/day for 2 weeks) 
Alpha-calcidol (1μg/day) 
Ipriflavone (600 mg/day) 
Vitamin Kz (45 mg/ day) 
Elcatonin (20 units/ampoule/week) 

(Average) 

Annual cost (yen/year) 
31，158 
48，180 
62，634 
66，357 
91，194 
59，905 



of-illness analysis that the medical cost needed for 

osteoporosis and fractures is 1.4974 trillion yen 

per year. We can therefore say that HRT can 

reduce the medical cost by about 20%. If these 

data are combined with the fact that HRT can 

powerfully suppress bone density decrease and 

fractures， HRT is expected to produce benefits not 

smaller than those of other drugs used for 

osteoporosis. In view of these feat町 esand the fact 

that the cost of treating osteoporosis and fractures 

accounts for about 6% of total medical costs in 

Japan161 ， HRT is expected to be extremely useful. 

We were obliged to use some assumed values 

because of the lack of data on many aspects， due 

to the current limited body of knowledge on HRT 

and related health conditions. To deal with the 

uncertainty of the cost of HRT， we used several 

scenarios. In the future， not only sensitive 

analyses from other perspectives， but also 

discounting future costs and bene五tswould be 

necessary431 . Clinical epidemiological data are 

quite insufficient in Japan， and it is desirable that 

such data， which can serve as a basis for more 

accurate and deeper health economics studies of 

HRT， will accumulate in the future. 

This study was designed to explore the 

indications for HRT企omthe viewpoint of health 

economics. The analysis estimated the cost of the 

therapy itself and also the reduction in cost due to 

the beneficial health effects in preventing 

osteoporosis， and suggested that HRT for 

postmenopausal women is comparable to or 

superior to other drug therapies for osteoporosis. 

Considering also the clinical benefits of HRT in 

controlling conditions other than osteoporosis and 

企actures，HRT seems to be a promising therapy. 
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However， the use of HRT has not yet spread 

widely in Japan. It is urgently needed加 analyze

the factors hampering the spread of HRT， 

evaluate the usefulness of this therapy and 

improve its shortcomings， if any. The Japanese 

society is a1ready extremely aged， and moreover， 

is aging rapidly. Further studies on this therapy 

will be indispensable not only from health and 

clinical viewpoints， but also from economics and 

social points ofview. 
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論文

革新的医薬品に対する薬価算定方式としての

原価計算方式の妥当性に関する経済分析

中村 洋*

類似の既存薬がない革新的な新薬の薬価決定に適用される原価計算方式は、革新的な医薬品の研究開発を指向する製薬
企業のみならず今後成長が期待される関連産業に影響を及ぼす。この研究では、その原価計算方式に焦点を当て、原価把
握についての問題点とその影響、製薬産業における医薬品の研究開発インセンティブと市販後調査、医薬品普及の企業活

動に与える影響を分析する。そして、革新的医薬品に対する薬価算定方式としての原価計算方式の妥当性に関して検討す
る。分析の結果、製薬企業の平均的な一意の係数値を計算・予想して原価計算を行う方法には、金業間の遣いにより革新
的な医薬品の研究開発能力を持つ製薬企業像を適切に反映できないことなど、根本的に解決できない複数の問題が存在す
ることが明らかになった。この研究で新たに指摘される問題は、係数値の単なる見直しだけでは、革新的な新薬の薬価算

定方法の抜本的な改善にはつながらないことを明らかにした。

キーワード:原価計算方式、革新的医薬品、新規成長産業、研究開発インセンティブ、市販後調査、医薬品普及へのイン

センティブ

1.はじめに

類似薬のない新薬の薬価決定方式として、原価

計算方式が採用されている。その方式は、医薬品

の研究開発にかかった費用、製造(または輸入)、

市販後調査、医薬品普及・営業活動などにかかる

と予想される費用を積み上げることにより、医薬

品の薬価を決定する方式である。ただし、原価の

正確な把握が困難なため、その方式の適用は例外

的であるとされている注10

原価計算方式が適用される新薬は、以下の 2つ

に区分される。①薬理作用や効能・効果などで類

*慶藤義塾大学大学院経営管理研究科助教授

似性を有する既収載品が存在しない革新的な新薬

と、②類似性を有する既収載品が存在する新薬の

うち、その既収載品の承認が古く、類似薬として

認められていないものである由。

この研究では、原価計算方式が、前者の類似薬

のない革新的な医薬品に適用されることに注目す

る加。類似薬のない医薬品に対して、製薬企業が

自由に薬価をつけることが可能になると、薬価が

青天井に高騰する懸念がある。そのため、類似薬

のない医薬品については、原価計算方式が採用さ

れている。

一般的に、医薬品の薬価決定方式は、製薬企業

の収益のみならず、その研究開発インセンティブ

や市販後調査、医薬品普及などの企業活動に影響
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をもたらす。さらに、製薬関連産業への影響が考

えられる。医薬品の研究開発は医薬品を上市する

製薬企業のみで完結するものではない。例えば、

バイオ関連技術の発展などにより、バイオ産業な

どの新規成長産業とも密接に関わる。したがって、

適切な方式で薬価が決定されないと、新規成長産

業を含む多くの製薬関連産業に悪影響を与えるこ

とになる。

特に、原価計算方式は、類似の既存薬が存在し

ない革新的な医薬品に適用されるため、その方式

の是非について議論することの重要性は高い。さ

らに、ゲノム関連の科学的進歩により、これまで

とは異なる新機軸の医薬品が上市されることも予

想され、その重要性は今後ますます高まると考え

られる注4。したがって、原価計算方式についての

議論は、日本の医薬品産業(在日外資系企業も含

む)の国際競争力向上や新規成長産業の創出とい

う産業政策の視点からも重要となる。さらに、革

新的な医薬品は、手術などの高いコストがかかる

治療法に代替される可能性があり、総医療費を節

約する効果が期待されることにも留意が必要であ

る。

また、今後議論されるであろう薬価制度改革の

観点からも現行方式の分析は重要であることは言

うまでもない。議論される新しい薬価制度・方式

がどのような点で現行の制度・方式より優れてい

るのかが明確にされなければならないためであ

る。

この研究では、類似の既存薬が存在しない革新

的な医薬品に適用される原価計算方式に焦点を当

て、原価把握についての問題点とその影響を、こ

れまで深く分析されなかった観点から考察する。

その考察を踏まえ、革新的医薬品に対する薬価算

定方式としての原価計算方式の妥当性に関して検

討し、政策合意を提示する。

研究の手法として、データによる統計分析だけ

でなく、モデルによる理論分析を重視する。その

理由は、原価計算方式が適用される医薬品が全て

の医薬品の一部に過ぎないため、その方式が企業

会生にどの程度影響をしているかを直接実証分析

することが難しいためである。

また、研究の焦点を絞るため、その方式の医薬

品適用範囲の適正さについては議論しない。また、

薬価制度改革の全体像についても議論しない。原

価計算方式適用外の医薬品の存在、薬価差等、そ

の方式以外の論点が数多く存在するためである断。

これまでの議論で、原価計算方式に対し、主に

以下の 3つの問題提起が行われた制。第 1の問題

提起は、原価の正確な把握が困難な点である。第

2の問題提起は、医薬品がモノ自体の価値以外に

副作用などの提供情報にも価値があることから、

モノ自体の価格である原価をベースに薬価を設定

すること自体が馴染まないというものである。第

3に、適用される医薬品の範囲についての客観d性

が問題視されている。最初の 2点に関しては、原

価計算の過程で使用される係数の精度を高める方

向で今後検討されることになっている注7。第3の

問題については、 2000年に薬価算定組織が新設さ

れ、薬価算定過程の透明化と手続きの適正さの確

保が試みられている。

一方で、これまで議論されてこなかった点とし

て、少なくとも以下の 4点が挙げられる。つまり、

①原価計算の過程で使用される係数の算出方法に

ついての問題と薬価への影響、②特定の企業群へ

の差別的な影響、③研究開発インセンティブへの

影響、④コスト削減や医薬品普及の企業活動への

影響である。これらの点に関して、経済学的な分

析を行った研究はこれまでない注80

これらの空白を踏まえ、この研究では、以下の

6点を具体的な目的とする。第 1の目的は、原価

計算方式における係数算出方法が、類似の既存薬

がないほど革新的な医薬品の研究開発能力を持つ



製薬企業像をどの程度適切に反映しているかを分

析することである。第2の目的は、現行ルール下

で使用されている統一的な係数に基づく薬価が、

企業別に計算された係数に基づく薬価とどの程度

講離しているのかを分析することである。第 3に、

原価計算方式が特定の企業群に差別的な影響を与

えていなし、かを検討する。第4に、原価計算方式

の研究開発インセンティブへの影響に関して考察

を行う。第 5に、原価計算方式のコスト削減イン

センテイブの変化を通じた企業活動への影響と、

医薬品普及活動への影響を分析する。最後の目的

は、分析を踏まえ、政策合意を提示することであ

る。

分析の結果、製薬企業の平均的な一意の係数値

を計算・予想して原価計算を行う方法には、企業

間の違いにより革新的な医薬品の研究開発能力を

持つ製薬企業像を適切に反映できないことなど、

根本的に解決できない問題が複数存在することが

明らかになった。そして、この研究は、現在議論

されている係数値の見直しだけでは、革新的な新

薬の薬価算定方法の抜本的な改善にはつながらな

いことを明らかにする。
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この研究の構成は、以下の通りである。第 2節

では、原価計算方式の適用状況、算定方式、これ

まで指摘された問題点の整理を行う。第3節では、

原価計算方式の原価把握の困難性とその影響を、

計算過程に使用される係数の算出方法に焦点を当

てて分析する。第4節では、理論モデルを構築し

て、原価計算方式が特定の企業群にもたらす差別

的な影響と研究開発インセンテイブに与える影響

を考察する。そして、企業活動への影響を分析す

る。第 5節では、まとめと政策合意の提示を行う。

2.原価計算方式の適用状況、算定方法、

問題点

この節では、原価計算方式の適用状況、算定方

法、これまで指摘されてきた問題点について整理

する。

( 1 )適用成分数

表 1は、原価計算方式が適用された成分数の96

年度から2001年8月までの時系列推移を示してい

る。その中で、類似性を有する既存薬が存在しな

表 1 原価計算方式が適用された成分数

類似性を有する 類似性を有する 画期性・有用性
既存薬が存在せず 既存薬の承認が古く 加算が適用された
原価計算方式が 原価計算方式が 成分数の合計

適用された成分数 適用された成分数

1996年度 6 (2) 3 [OJ 
1997年度 o (ー) 2 [OJ 

1998年度 1 (I) 9 [OJ 
1999年度 6 (2) 5 [0 J 
2000年度 8 (3) O 5 [OJ 
2001年度 4 (I) 4 (2) 6 [1 J 

(8月収載分まで)
累計 25 (9) 4 (2) 30 [1] 

累計百分率(%) 12.0 14.4 [0.005J 
」

出所:薬事日報社 (2001)、国際医薬品情報(各号)、官報(各号)、日本製薬団体連合会(各号)。
注 1: ( )内の数字は、オーファンドラッグ(希少疾病用医薬品)として指定された成分・品目数を示す。
注 2: [ ]内の数字は、画期性加算が適用された成分数を示す。

承認された
全成分数

31 
24 
30 
40 
60 
24 

209 
100 

注 3: 2000年度に承認された新薬から、それに類似性を有する既収載薬が存在しでも、その既収載薬の承認が古く再審資制度
の対象になっていなければ、原価計算方式が適用されることになった。 1980年に、再審査制度が導入された。
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い革新的な成分数の総成分数に占める割合は12%

と大きく、原価計算方式が例外的に適用されてい

るとは言えない。さらに、ゲノム関連の科学的進

歩によって、その方式が適用されるほどの革新的

な医薬品が、今後増えることも予想される。

(2)算定方法

原価計算方式では、製薬企業が申請した医薬品に

関する費用を積み上げることにより算定される削。

ここで、ある企業で申請された候補品を4番目の候

補物質とすると、その物質について、以下の単位当

りの費用か積み上げられる。

単位当りの製造(又は輸入)原価 (M包)

単位当りの販売費及び一般管理費(研究開発費を

含む) (8i) 

単位当りの営業利益 (s)

単位当りの流通経費 (1i)

消費及び地方消費税相当額(t)

ここで、製造(又は輸入)原価 (Mi)は、有効

成分、賦形剤、容器、箱などの材料費 (Zi) を基

に、製剤作業、箱詰め作業などの直接労務費 (Di)

と、光熱費や試験検査費などの経費 (E;) を加え

て算出される注100

材料費と直接労務費については、各企業からの

報告を審査することで決定される。それら以外の

変数である経費 (Ei)、販売費及び一般管理費(ぶ)、

営業利益 (Ri)、流通経費 (1i)については、個別

の品目でのコスト算定が困難なため、業界の加重

平均値を使用して製造原価に対する一定の係数が

定められている注目。

経費に関する係数 (α E)は、製薬産業におけ

る経費の対労務比(加重平均値)が適用されてい

る注九その結果、製造原価は以下の式で表される。

Mi=Zi+Di+Ei=Zi+ (1 +αE) Di. ( 1 ) 

販売費及び一般管理費に関する係数 (α s)は、

製薬産業における販売費及び一般管理費の対売上

比率(加重平均値)、営業利益に関する係数 (α R)

は、製薬産業における営業利益の対売上比率(加

重平均値)と定められている。また、流通経費に

関する係数 (α T)は、医薬品卸産業の加重平均

的な対売上利益率とされている。

企業の4番目の候補物質である医薬品の薬価

(R)は、次式で表される注目:

(1 + t) 
、[Zi+(1 +αE) Dil. (2) 

1 -αr) (1 -αs一α

つまり、原価計算方式は、単純なコスト積み上

げ方式ではなく、材料費と労務費の原価に対して

一定の業界加重平均の係数値をかける方式である

こと治宝わカミる。

(3)各係数の時系列変化

次に、各係数の時系列的な推移を、表2に示す。

薬価算定のために適用されるデータには時間的な

ラグがあり、数期前の数値が使用されている。例

えば、 98年度の薬価算定の際に使用された係数に

ついては、 94年度の数値が使用されている。また、

この研究の焦点である製薬企業に関連する係数

(αE、 αs、 αR)については、 97年度まで、表3

に示された製薬企業36社のデータの加重平均値が

使われている。 98年度以降は、これまでの数値の

元資料である日本政策投資銀行の「産業別財務デ

ータハンドブック」には、 39杜の加重平均値が掲

載されている注140

(4)これまで指摘された問題点

原価計算方式に関する問題として、これまで原

価を正確に把握することの困難性が指摘されてき

た。指摘された主な問題点は以下の 5つである注九
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表2 係数の時系列推移(%)

年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
経費係数 (α E) 103.0 104.2 107.7 112.8 122.2 130.1 
販売・一般管理費係数 (αs) 43.8 44.3 43.3 44.0 41.8 41.5 
営業利益係数 (α R) 14.5 14.9 15.9 15.6 17.1 18.9 
αs+αR 58.3 59.2 59.2 59.6 58.9 60.4 
流通経費係数 (α T) 11.9 11.2 11.8 10.5 10.6 
薬価算定に適用された年度 1998 1999 2000 

出所:日本政策投資銀行「産業別財務データハンドブックJ、厚生省「医薬品産業実態調査J。
注 :αE、 αs、 αRの係数は、 97年度まで製薬企業36杜 (98年度以降39社)のデータより計算。

表3 製薬企業関連の係数 (αE、αs、αR)算出のための集計対象企業 (36社)

三共 田辺製薬

有機合成薬品工業 扶桑薬品工業
ビオフェルミン製薬 森下仁丹

山之内製薬 藤沢薬品工業
持田製薬 ツムラ
中外製薬 小野薬品工業
大日本製薬 帝国臓器製薬

参天製薬 富士レピオ
ミドリ十字 久光製薬

出所:日本政策投資銀行「産業別財務データハンドブック」。

第 1の問題点は、企業から報告された原価の信頼

性の確保である。そのために、原材料の使用量お

よびコストの根拠について可能な限り詳細な記載

が求められている。

第2の問題として、固定費あるいは間接費のプ

ロジェクト間での按分を正確に把握することが困

難であることが挙げられる。製薬企業の場合、研

究開発の段階で失敗するプロジェクトが多いこと

が、その問題をさらに困難なものにしている。

第3の問題は、原価計算方式による薬価算定後

の医薬品の販売量が予想しにくいことである。そ

の方式の対象医薬品については、類似の既存薬が

ないほど革新的であった場合、参考となるデータ

そのものが存在していない。その販売量が予想し

にくいと、単位当りの原価を正確に算出すること

が困難になる。また、原価計算方式が適用きれな

い医薬品の販売数量が正確に予想できないと、上

記の固定費の按分比率の予測を困難にする。なぜ

日本新薬 エーザイ
武田薬品工業 吉富製薬

東京田辺製薬 日本ケミファ

富山化学工業 ロート製薬
第一製薬 わかもと製薬

大正製薬 日本医薬品工業

科研製薬 日研化学
塩野義製薬 高有製薬

エスエス製薬 国際試薬

なら、薬価算定時以降の固定費の按分比率は、当

該企業が上市する全ての医薬品の売上に占める比

率に影響を受けるからである。

第4の問題は、薬価算定時以降も当該医薬品に

関してコストがかかることに関係している。この

将来原価は予測せざるを得ないが、正確な予測は

困難で、ある。例えば、上市後に新たに副作用の可

能性が指摘されれば、市販後調査が強化され、コ

ストが予想以上にかさむ。市販後に政府から全例

調査が義務付けられることもある。表2は、各係

数が年度ごとに変化していることを示している。

その変化に応じて適用する係数を変更していない

ので、現在のコストを過去の尺度で測るという問

題が存在する。

第5の問題は、係数として、業界の加重平均値

が使用されていることである。使用の理由は、将

来原価が存在することと、実際にかかるコストを

そのまま認めると非効率の助長につながる恐れが
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あるためである O しかし、業界平均値が必ずしも

業界標準値でないことから、その平均値を使用す

る妥当性が疑問視されている。

これらの問題から、原価計算方式の精度を向上

させるため、係数算出方法を見直そうという議論

もありうる。しかし、その見直しだけで良いのか

という点は、これまで十分に分析されているとは

言い難い。以下の節では、 4つの観点(①原価計

算の過程で使用される係数の算出方法についての

問題と薬価への影響、②特定の企業群への差別的

な影響、③研究開発インセンテイブへの影響、④

コスト削減や医薬品普及という企業活動への影

響)から、革新的な医薬品に対する薬価設定の在

り方について考察する。

3.係数算出に関する問題点とその影響

この節では、まず係数算出に関する新たな問題

点を指摘する。次に、原価計算に適用された係数

が、類似の既存薬のない革新的医薬品の研究開発

能力を持つ製薬企業像をどの程度適切に反映して

いるか、そして現在使用されている統一的な係数

に基づく薬価が企業毎に計算された係数に基づく

薬価とどの程度講離しているのか分析する。

( 1 )係数算出に関する新たな問題点の指摘

まず、係数算出に関する新たな問題として、以

下の 5点を挙げる。

①集計対象企業の範囲

第 1の問題点は、係数算出のための集計対象企

業の範囲である。表3に挙げられた対象企業群に

は、類似の既存薬がない草新的な新薬の研究開発

能力がある外資系企業、医薬品兼業メーカーが入

っていない。さらに、表3のリストの元資料であ

る日本政策投資銀行の「産業別財務データハンド

ブック」には、過去10年の間で上場した企業のデ

ータは収録されていなし伴16。そのような企業が革

新的な医薬品を生み出せないとは言えず、革新的

な新薬の研究開発能力のある企業を排除すること

につながる。

表4は、 96年度以降2001年8月収載分まで原価

計算方式の対象となった医薬品 (25成分)を上市

した企業で、表3のリストに名前があるのは 4杜

(16%)にしか過ぎないことを示している注170

一方で、表3の対象企業群には、原価計算方式

が適用されるような革新的な医薬品の研究開発を

行っていないOTC薬(一般薬)重視の企業、ジ

ェネリック医薬品(後発品)重視の企業が入って

表4 原価計算方式の適用対象になった医薬品を上市した企業数
(類似性を有する既収載品の承認が古いことを理由に原価計算方式が適用された成分を除く)

原価計算方式 表3リスト内 表3リスト外企業数(のべ)
適用成分数 企業数(のべ) 外資系企業 その他企業

1996年度 6 3 2 
1997年度 O O O O 
1998年度 I O O 
1999年度 6 2 4 O 
2000年度 8 5 2 
2001年度 4 O 4 O 

(8月収載分まで)
累計 25 4 17 4 

累計百分率(%) 100 16 68 16 
出所:薬事日報社 (2001)、国際医薬品情報(各号)、日本製薬団体連合会(各号)より筆者が作成。
注:ある企業が上市した 2つの医薬品に原価計算方式が適用された場合、 2社としてカウントした。



いる。新薬の研究開発志向型の製薬会社が加盟し

ている日本製薬工業協会(以下、製薬協と略す)

に非加盟の企業は、 36社中 6社に達する。

ここで、表3の企業群のデータが、革新的な医

薬品を研究開発する能力のある企業群のデータと

して適切かどうか分析する。そのために、製薬企

業をグループに分け、グループ聞で、経費に関する

係数 (α E) と販売・一般管理費係数と営業利益

係数を合計した数値 (αs+α R)の平均値に有意

な差があるかを検定する。検定は、 CI表3の企業

群の中で製薬協加盟の企業群と非加盟の企業群と

の検定、②表3の企業群の中で連結決算データが

存在する企業と医薬品の世界売上30位以内 (99年

度)の海外企業群との検定、という 2つのパター

ンで、行った注180 ここで、世界売上30位以内の海外

企業は、革新的な医薬品を研究開発する能力があ

ると想定している。

検定は、ウイルコクスンの順位和検定を用い、

2つのグループの位置は同じという帰無仮説が棄

却されるかどうか、片側検定を行った注19。また、

連結決算データを使用する検定では、連結決算デ

ータからでは αEの係数値が得られないため、

αs+αRの係数に関してのみ検定を行った。

その結果、表3のリスト内の企業群同士の比較

では、年度により有意な差が出た。したがって、

係数算出のための集計対象企業から、革新的な医

薬品を研究開発する能力を持たない企業群のデー
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タを削除しなければ、適切な係数を算出できない。

さらに、表3の日本企業群と医薬品世界売上30

位以内の海外企業群は、 96年度以降有意な差が出

た。したがって、係数算出のための集計対象企業

以外に、高い研究開発能力を持つ企業群のデータ

を活用しなければ、適切な係数を算出できない。

②単独決算データと連結決算データ

第2の問題は、対象企業の単独決算の数値が使

われていることである。親会社が研究開発、販売、

生産等の一部業務を子会社に移管する場合も考え

られる。その場合、単独決算の数字よりも連結決

算の数字の方がデ}タとして望ましい。実際、販

売・一般管理費係数と営業利益係数を合計した数

値 (αs+α R)に関して、「産業別財務データハ

ンドブック」に収載された連結決算データがある

17社について調べたところ、単独決算データと連

結決算デ}タの加重平均値について各年度で 3%

前後の違いがあった(表6参照)。この差を薬価

ベ}スで換算すれば5-7%の差になる。同様の

結論は、上記の17社のうち製薬協に加盟している

企業15社のみのデータを使用しでも得ることが出

来る。

③係数のばらつき

第3の問題点は、年度間ならびに企業聞の係数

のばらつきである。ぱらつきが大きいければ、原

表5 ウィルコクスンの順位和検定の結果(片側検定)

(** [*J は、 2つのグループの位置は同じという帰無仮説が 5[10]%水準で棄却されることを示す)

年度 94 95 96 97 98 99 
経費に関する ①表3の企業群の中で製薬協加盟の * 係数 (α E) 企業群と非加盟の企業群との検定
販売・一般 ①表3の企業群の中で製薬協加盟の ** ** ** ** 管理費係数と 企業群と非加盟の企業群との検定
営業利益 ②表3の日本企業群と医薬品世界 * ** ** ** 係数の合計値 売上30位内の海外企業群との検定
(αs+α R) (連結決算データ使用)

注:医薬品の世界売上ランキング(1999年7月-2000年6月)はSCRIP(2000)から入手。
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価計算に適用された加重平均的な係数が、類似の

既存薬がない革新的な医薬品の研究開発能力を持

つ製薬企業像を適切に反映できないことになる O

この点は、次節で詳しく考察する。

④特定期のデータ使用

第4の問題点は、研究開発期間が長いにもかか

わらず、特定の数期前の数字のみを使っているこ

とである。例えば、 98年度の薬価算定の際に使用

された係数については、 94年度の数値が使用され

ている。製薬企業の研究開発期間は10年-15年と

も言われている問。

⑤集計対象企業の総売上の加重平均値としての

係数値

第 5の問題点は、集計対象企業の総売上の加重

平均値を係数として採用していることにある。総

売上は、企業が販売した全ての製品の売上である

が、革新性の低い医薬品のみならず、特許切れ医

薬品やOTC医薬品あるいは医薬品以外の製品の

売上まで含まれる。したがって、類似の既存薬が

ない革新的な医薬品の売上シェアを反映するとは

限らない(表4参照)。また、売上には10年以上

も前に上市された革新的な医薬品も含むことか

ら、現在において革新的な医薬品を上市可能な製

薬企業像を把握するのに、売上の加重平均値を係

数算出に使用することは適切とは言い難い。

(2)係数のlまらつきの大きさ

ここで、③で指摘したぱらつきの問題について

より詳しく分析する。ぱらつきの大きさを見るた

め、まず各係数の時系列データに注目する。表7

は、表2のそれぞれの値を94年度の数値を 1とし

た比率で表した。 99年度の経費係数 (α E) は94

年度の値に比べ26%上昇している。販売・一般管

理費係数と営業利益係数を合計した数値 (αs+

αR) と流通経費係数 (α T)は、同期間でそれぞ

れ13%上昇、 19%低下している。

次に、表8は各係数の企業(表3にリストされ

た企業)聞のばらつきを示す指標を年度別に示し

表 6 単独決算データと連結決算データの差 (αs十αR:%) 

( I産業別財務データハンドブック」に医薬品企業と分類された連結決算データがある17社について集計)

年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
αs+αRの単独決算データ (a) 53.4 54.4 54.7 55.2 56.1 57.4 

(53.2) (54.2) (54.5) (55.1) (56.0) (57.3) 
αs+αRの連結決算データ (b) 50.7 51.3 51.6 52.2 52.9 54.6 

(50.5) (51.1) (51.4) (52.0) (52.8) (54.4) 
差[(b) 一 (a)] -2.7 -3.1 -3.0 -3.0 -3.1 -2.8 

(-2.7) ( -3.1) ( -3.1) (-3.1) (-3.2) (-2.9) 

差を薬価ベースに換算 -5.5 -6.3 -6.2 -6.3 -6.6 -6.2 
(-5.5) ( -6.4) ( -6.3) ( -6.4) (-6.7) (-6.4) 

注:括弧内は、上記の17社の中で製薬協に加盟している企業15社について集計した数字。

表7 係数の時系列推移 (94年度=1)

年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
経費係数 (α E) 1.00 1.01 1.05 1.10 1.19 1.26 
販売・一般管理費係数 (αs) 1.00 1.01 0.99 1.00 0.95 0.95 
営業利益係数 (α R) 1.00 1.03 1.10 1.08 1.18 1.30 
αs+αR 1.00 1.02 1.04 1.04 1.07 1.13 
流通経費係数 (α T) 1.00 0.94 0.99 0.88 0.89 0.81 



た。その指標の算出のために、まず企業ごとに各

年度のそれぞれの係数を計算し、その係数と表2

に与えられた係数との違いをパ}セントで示した

数値(議離率)を、それぞれの年度で企業ごとに

算出した。そして、企業ごとの講離度の標準偏差

値をばらつき度とした。経費係数 (α E)の企業間

ぱらつき度は40%-50%程度である。販売・一般

管理費係数と営業利益係数を合計した数値 (α s+

αR)の企業間標準偏差は20%前後である。表3に

リストされた企業のうち、製薬協加盟企業のみに

対象を絞っても、ほほ同水準の数値が得られる。

つまり、企業開ならびに年度聞の係数のばらつ

きが大きいことが明らかになった。したがって、

原価計算に適用された加重平均的な係数は、類似

の既存薬がない革新的な医薬品の研究開発能力を

持つ製薬企業像を適切に反映できない。

(3)各係数のぱ5っきの薬価への影響

次に、各係数のばらつきが、薬価のばらつきに

どのような影響を与えるか分析する。

①時系列データのばらつき

最初に、表2から時系列的データの変化の度合

革新的医薬品に対する薬価算定方式としての
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年度の数値に置き換えられれば、どのように薬価

に影響を与えるかを(2 )式を使って計算したの

が表9である倒。

例えば、経費にかかる係数 αEに関して、 96年

度のデータが99年度のデータに置き換えられれ

ば、他の係数が一定という条件の下、薬価は6.6%

上昇する。販売費及び一般管理費に関する係数 αS

については、 96年度のデータが99年度のデータに

置き換えられれば、他の係数が一定という条件の

下、薬価は4.2%低下する。

表9は、全ての係数の時系列変化を考慮した薬

価の希離率も示している。 96年度の全経数を使用

して計算した薬価と、他の年度の全係数を使って

計算した薬価との希離率が示されている。 96年度

のデータを使って計算された薬価は、 99年度デー

タから計算された薬価より 7.1%低く、 94年度デー

タから計算された薬価より3.4%高い。

この表から、年度ごとの薬価の変動が大きいこ

とがわかる。医薬品の長い研究開発期間と製品サ

イクルを考慮すると、上記で示したように年度ご

との差が大きいにもかかわらず、特定の年度の数

値を使用していることには問題がある。

いに注目する。ある 1つの係数について、他の係 @企業データのばらつき

数が一定という条件の下で、 96年度の数値が別の 次に、ある年度において、企業間で薬価にどの

表8 各係数の企業閏ぱ5っき度(話離率の標準偏差値、%)

( r産業別財務データハンドブック」収載のなかで医薬品企業として分類された企業について集計)

年度 1994 1995 1996 1997 1998 
経費係数 (α E) 38.8 41.7 39.8 46.6 45.5 

(36.8) (39.9) (41.8) (51.0) (48.8) 
販売・一般管理費係数 (α s) 21.1 21.4 22.0 23.5 24.8 

(18.8) (18.8) (21.0) (22.5) (24.5) 
営業利益係数 (α R) 55.1 59.3 53.7 56.4 54.8 

(53.1) (55.3) (53.4) (58.9) (54.0) 

αs+αR 21.0 20.4 19.9 19.7 21.9 
(18.8) (18.7) (18.7) (18.4) (20.6) 

注日本政策投資銀行「産業別財務データハンドブック」のデータに基づいて計算。
注2: 97年度まで製薬企業36社 (98年度以降39社)のデータより計算。ただし、 97年度まで、合併した吉富製薬と

ミドリ十字はウェルファイドの 1社として計算。
注 3:括弧内は、上記の企業の中で製薬協に加盟している企業のみについて集計した数字。

1999 
40.5 
(43.3) 

24.1 
(23.9) 

48.6 
(50.2) 

20.9 
(19.9) 
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ような違いが出るのかを検証する。表10は、年

度ごとに、薬価のばらつきを示す指標を示した。

その指標の算出のために、まず企業ごとに各年の

係数を計算し、その係数に基づいた薬価を計算し

た。その薬価と、業界の加重平均値の係数に基づ

いた薬価との違い(希離率)をパーセントで示し

た数値を、それぞれの年度で企業ごとに計算し、

その標準偏差値をばらつき度とした脳、 n。この表

から、各年度のばらつきは96年度から縮小したも

のの30%台後半であり、薬価のばらつきが大きい

ことカ宝わヵ、る。

企業問の違いが大きい場合には、どのように定

められた係数でも、一つの係数で、革新的な医薬品

の研究開発能力を持つ製薬企業像を適切に反映で

きない。表10の結果は、薬価の観点から、企業

によって相対的に有利になったり不利になったり

する度合いが大きいことを意味している。第4節

では、この点について詳しく分析する。

4.企業レベルの影響

原価計算方式は、適用される医薬品が全ての医

薬品の一部に過ぎないため、その企業会生への影

響を直接実証分析することは難しい。そのため、

この節では以下で記述する基本モデルを基に、原

価計算方式が特定の企業群にもたらす差別的な影

響と研究開発インセンティブに与える影響を理論

的に考察する。そして、コスト削減インセンテイ

ブの変化を通じた企業活動と医薬品普及活動への

影響を分析する。これまで、これらの観点からの

分析は行われていない。

( 1 )基本モデル

基本モデルとして、 2期間モデルを考える。企

業は、第 1期に研究開発投資額Zを決定し、新薬

の研究開発に成功すれば、第 2期において収益を

得る。しかし、成功しなければ投資は収益を生ま

ない。以下では、議論の簡単化のために、成功す

れば 1つの医薬品を上市すると仮設する。複数の

医薬品の場合でも、以下の議論における本質は変

わらない。

企業の目的関数Uは以下の式で表される幽:

u= -x+ p (x) II. ( 3 ) 

ここで、研究開発投資額zの増加は、新薬の研

究開発成功確率pを高めるが、その効果は逓滅的

表9 各係数と薬価話離率(%) : 1996年データを基準として

年 度 1994 1995 1996 
経費係数 (α E) -1.4 -1.0 
販売・一般管理費係数 (αs) 1.2 2.5 
営業利益 (α R) -3.3 -2.4 
薬価 (Pi) -3.4 -1.7 
注日本政策投資銀行「産業別財務データハンドブック」のデータに基づいて計算。
注2:計算にあたって、 Zi=40、Di=30、 αT= 0.118と設定した。

1997 
1.5 
1.7 

-0.7 

1.0 

表10 企業聞の薬価ぱらつき度(軍離率の標準偏差値、%)

主一塁 E

薬価ぱらつき度(標準偏差値)

注日本政策投資銀行「産業別財務データハンドブック」のデータに基づいて計算。

1998 
4.3 

-3.5 

3.0 
2.1 

注2: 97年度まで製薬企業36社 (98年度以降39社)のデータより計算。ただし、 97年度まで、合併した吉富製薬と
ミドリ十字はウェルファイドの 1社として計算。

注3:括弧内は、上記の企業の中で製薬協に加盟している企業のみについて集計した数字。

1999 
6.6 

-4.2 

7.9 
7.1 



であると仮定する。

， _ ap '-̂  " a2ρ 
ρ a一>0，ρグ 三 二L<O，

l' - aXδ'x ( 4 ) 
p (x I X=O)=O， p (x I x=∞) <1. 

研究開発に成功した場合の第 2期の利益はHで

表される:

日=PiQ包-G. ( 5 ) 

ここで、 p，、仏、 Gは第 2期において上市され

た医薬品4の価格、数量、コストを表す。ここでは、

簡単化のために日本市場からの収益のみに焦点、を

絞る。後に、外国市場からの収益を含めた分析を

行う。 Hについて以下の不等式を仮定する。

Ih> 0， IIQ，> 0， IIHQ，> O. ( 6 ) 

つまり、日本市場における薬価の引き上げ[引き

下げ]は、日本市場における利益を高める[低めるl。

日本市場における販売量が大きい[小さいlほど、

日本市場における利益が大きい[小さいl。

CL企業のコスト構造と原価計算方式

次に、この 2期間モデルにしたがって(2 )式

を修正し、企業のコスト構造と原価計算方式によ

る医薬品の価格決定について整理する。当該プロ

ジェクトにかかるコストは以下のように表され

る。

1第l期(薬価決定前に支払われたコスト)x 
コスト{

1第2期(薬価決定後にかかる期待コスト)c: 

価格は第2期以前に決定されるので、価格決定

後に発生するコスト(将来原価)Cfには推定値が

使われる。ここで、上付きのeは、その変数が推定

値であることを示す。

上市された医薬品4の原価計算方式による価格R

は、販売数量の推定値 (Qf) に基づいた単位当り

コストに一定の利益率(y) を上乗せされて決定

されるii25 • 
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p，=(1 + y)時包]. ( 7 ) 

(2)特定の企業群への差別的な影響

次に、この基本モデルを使って、原価計算方式

が企業にどのような差別的な影響を与えるかを分

析する。

①新興企業に不利

単品の医薬品しか上市しない企業であれば、研

究開発のためのコストを、 1つの医薬品で賄わな

ければならない。以下では、このことにより原価

計算方式が新興企業に不利に働くことを示す。

( 5 )式と(7)式より、目的関数(3 )式は

次のように修正される。

u= -x+ρ(x) [x+ y (x+ C;)]. ( 8 ) 

したがって、損益分岐となる利益率 yは、以下

の式で表される。

(1 -p)X 

y p(z+c:) 
( 9 ) 

ここで、プロジェクト聞の共通費の按分を正確

に把握することが困難なことから、コストの一部

が実際には、他に上市に成功した医薬品の収益に

よって賄われることは十分にありうる。そこで、

当該プロジェクトにかかるとされたコストx+Cf

のうちAという額が実際には他のプロジェクトか

ら賄われるとすれば、(8 )式の目的関数は以下

のように修正される:

u= -x+ρ(x) [x+ y (x+ C;)+ A]. (10) 

損益分岐となる利益率 yは、以下の式で表され

る。

y 
(1 -ρ)x-p (x)A 

ρ(x+ C;) 
(11) 

つまり、 Aの値が大きければ大きいほど、損益
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分岐となる利益率 yは低くなる。すなわち、より

低い利益率 yしか認められなくても、第 1期と第

2期を通じて利益を上げることが出来る。逆に、

他に成功した医薬品を持たない単品企業は、 Aの

値がゼロであり、不利となる。新興企業は上市医

薬品を多く持たないことから、原価計算方式は新

興企業に不利に働くことが示唆される。

②研究開発・市販後調査コスト比率が高い企業

ほど不利

製薬企業の聞には、財務構造に違いがある。こ

こでは、販売費及び一般管理費に関する係数の違

いが、企業聞にどのように異なった影響を与える

のかを考察する。販売費及ぴ一般管理費に関する

係数 (αs)について、(2 )式より、以下の不等

式が得られる。

δ'Pi 1 + t) 
iMi>O. (12) 

δαs (1-αr)( 1ーαs-αR)

つまり、係数の値が大きければ、高い価格が付

けられることになる。しかし、産業平均よりも高

い係数の企業でも、産業平均の係数が適用される

ので、その係数の差が価格に反映されないことに

なる。

ここで、販売費及び一般管理費の中には、研究

開発費が含まれることに注目したい。問題は、表

3の企業群の平均より研究開発コスト比率が高い

企業が、研究開発にかかるコストの一部が認めら

れないことである。つまり、業界平均よりも高い

研究開発コスト比率を維持して研究開発を重視す

る企業に対して、原価計算方式は価格・収入面で

不利に働く。

さらに、医薬品の研究開発は成功確率が低く、

多くの失敗したR&Dプロジェクトが存在すること

を考慮する必要がある注加。類似の既存薬の存在し

ない革新的な医薬品の研究開発のリスクが高いこ

とを考えれば、草新的な医薬品の上市を目指す企

業ほど、上市に成功した医薬品当りの研究開発費

がかさむことになる。このことは、原価計算方式

が、革新的な医薬品の研究開発を指向する企業に

不利になることを示しているi問。

また、販売費及び一般管理費には、市販後調査

のコストが含まれている。高い販売費及び一般管

理費比率を維持して市販後調査を業界平均以上に

重視する企業では、そのコストが認められず、原

価計算方式下では不利となる。

③付加価値の高い医薬品を上市して営業利益率

を高く設定可能な企業に不利

次に、営業利益に関する係数 (α R) に関し考

察する。(2 )式より、以下の不等式が得られる。

θPi 1 + t) 
i Mi>O. (13) 

θαR (1-αr)( 1ーαs一αR)

つまり、係数の値が大きければ、高い価格が付

けられる。上記の αsにおける議論と同様に、付

加価値の高い医薬品を上市して営業利益率を高く

設定可能な企業に不利になる。企業は、原価計算

の対象となるような付加価値の高い医薬品を上市

したり、市販後調査により付加価値を高めたりす

ることで、医薬品価格を引上げることが可能にな

り、高い営業利益率を達成できる。しかし、原価

計算方式の下では、企業努力により付加価値を高

めても、平均的な営業利益に基づいた水準に薬価

が抑えられてしまう。その結果、その価値に見合

った高い価格・利益設定が認められない。

また、 (12)式と(13)式を結びつけて考察す

ると、研究開発と市販後調査を重視して企業の付

加価値を高めることで高い利益率を確保しようと

する企業にとって、原価計算方式は不利に働くこ

とが示唆される。

④日本市場への依存が大きい企業への影響

原価計算方式は、日本市場への依存が大きい企



業群と小さい企業群に差別的な影響をもたらす可

能性がある。顕著なケースとしては、この方式で

算定される薬価の水準が国際的に低い場合であ

る。その場合、日本市場に拠点を置く企業には不

利に働く。また、上述した不利な企業群の日本市

場への依存度が大きければ大きいほど、不利に働

く度合いが大きい。

(3)研究開発インセンティブへの影響

次に、原価計算方式の研究開発インセンティブ

への影響について、第4.(1)節のモデルを使っ

て考察する。企業は目的関数(3 )式を最大化す

るように研究開発投資額を決定する。 1階の条件

は次のように表される:

-1 +ρ/ II = O. (14) 

(4 )式より、 2階の条件は満たされている。

ここで、第2期の利益Hを高める要素をγとおい

て(δII/δγ>0)、この式を全微分すれば、 II>O

という条件のもと、以下の不等式が得られる。

(15) 

つまり、第 2期の利益を高める要因は研究開発

投資のインセンティブを高め、逆に利益を低下さ

せる要因はそのインセンティブを低める。利益を

高める[低下させるl要因として、価格・販売量の

増加[低下]、コストの低下[上昇lが考えられる。利

益を低下させる要因が高める要因よりも強いと、

研究開発投資にマイナスの影響が及ぶ。

次に、上記の基本モデルを基に、原価計算方式の

研究開発インセンティブへの影響を分析する。以下

では、類似の既存薬がない革新的な医薬品に適用さ

れる原価計算方式が、①革新的な医薬品自体の研究

開発インセンテイブに悪影響を与える効果が存在す

ること、②特定の企業群への差別的な影響をもたら

すことを示す。この分析の中では、原価計算方式の
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分析に焦点を絞るために、類似薬効比較方式が与え

る研究開発インセンティブへの影響との相対的な比

較分析は行わないこととする幽。

①研究開発インセンティブへのマイナスの効果

まず、再算定の仕組みの存在により、原価計算

方式が革新的な医薬品自体の研究開発インセンテ

イブに悪影響を与える効果を持つことを示す。再

算定は、医薬品が当初の予想以上に処方された場

合に、薬価を引き下げる仕組みである O しかし、

医薬品の処方が予想を下回った場合には、薬価は

引き上げられない。したがって、当初の予想処方

量にバイアスがかかっていなくても、予想収益に

対して下方バイアスがかかる注へその結果、(15)

式より研究開発インセンティブにマイナスの影響

が及ぶことになる。この議論は、原価計算方式と

再算定制度の複合的な影響であり、類似薬効比較

方式対象医薬品についても同様の議論は可能であ

る。ただ、原価計算方式の対象となる医薬品に類

似の既存薬が存在しない場合、類似薬効比較方式

対象医薬品よりも、上市後の処方量が予想し難い。

したがって、上記の議論の重要性が、類似薬効比

較方式の対象医薬品に比べても大きいと言える。

②研究開発インセンティブに関する特定企業群

への差別的な影響

第4.(2)節では、原価計算方式によって不利

になる企業として、新興企業、研究開発・市販後

調査コスト比率が高い企業、付加価値の高い医薬

品を上市して営業利益率を高く設定可能な企業を

挙げた。(15)式から、原価計算方式が上記の企

業群の研究開発インセンティブにマイナスの影響

を与えることがわかる。

また、その方式で価格が国際的に低い水準に抑

えられれば、日本市場への依存度が高い企業に不

利になることを指摘した。以下では、この点が日
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本市場への依存が大きい企業の研究開発インセン

テイブにどのような影響を与えるかを詳しく考察

する。

③日本市場への依存が大きい企業への影響

これまでは、日本市場からの収益に焦点を絞っ

てきたが、研究開発に成功すれば、日本市場のみ

ならず外国市場でも上市される。したがって、外

国市場での収益も含めて考察する必要がある。こ

こで、企業の外国市場での第 2期における収益を

II*とする。この企業の目的関数は、次のように修

正される。

u= -x+ρ(x) [II + II *]. (16) 

この式の l階の条件を微分することで、次式が

得られる。

王佐一 =--J!.. IIpi*l >0. (17) 
dPi p "[II + II *] 

ここでは、議論の簡単化のため、為替レートの存

在は無視している。(17)式より、原価計算方式

により価格が抑えられれば、研究開発インセンテ

イブが弱まることがわかる。

次に、企業の日本市場からの収益への依存度に

よって、研究開発インセンティブへの影響の度合

いがどのように異なるかを考察する。議論の簡単

化のために、利益総額は変わらず、日本市場と外

国市場の販売量の変化によって日本市場への依存

度が高まるとしよう。ここで、。の上昇で表され

る変化は、利益総額は一定のまま、日本市場への

販売量を増やし外国市場での販売量を減らすと考

える。(17)式を Oに関して微分すれば、(4 )、

( 6 )式から次式が得られる。

d I dx¥ρ H  トー)=- y llPiQ~l >0. (18) 
d8 ¥ dPi ) - p "[II +日]

つまり、利益総額が同じ企業で、日本市場への依

存度が高い企業と低い企業を比べた場合、日本市

場への依存度が高いほど、価格抑制による研究開

発インセンティブFの低下度合いが高まる。日本企

業ほど日本市場への依存度が高いことから、原価

計算方式により価格が低く設定されれば、日本企

業に不利に働くと言える。

(4)企業活動への影響

最後に、原価計算方式によるコスト削減インセ

ンティブの変化を通じた企業活動への影響と医薬

品普及活動への影響を考察する。

①コスト削減インセンティブへの影響と問題点

コスト削減インセンティブに関しては、薬価算

定前と算定後に区別して考える必要がある制。算

定前には、業界の平均以上にコストを削減するイ

ンセンテイブは働かない。例えば、材料費 (Zi)

に関しては、(2 )式から節約する企業ほど不利

になる。なぜなら、節約したコスト分は、乗数を

かけた分だけ価格を低下させ、企業収益に悪影響

を与えるからである。さらに、業界の平均以上に

節約を行うために投入した経営資源もコストとし

て考慮されない。

一方で、算定後においては、企業は利益を捻出

するためにコスト削減を行うことが考えられる。

例えば、直接労務費 (Di) と経費 (Ei)に関して

は、その算出過程において業界平均値を使用して

いるので、節約する企業ほど有利となる。

ここでの以下の 3つの問題がある。第 1の問題

は、算定前にコスト削減のインセンテイブが働か

ないことである。

第2の問題点は、原価計算方式が、薬価の決定

後にコスト削減インセンティブを高めているにも

関わらず、原価計算の見直しを行っていないこと

である。例えば、コスト削減インセンティブが働

いて、材料費が薬価決定前と後では異なる数値を

取ることも考え得る。同様に、直接労務費や経費



に関し、実際とは大きく異なる原価に基づいた薬

価が維持されることになりかねない。

第3の問題点は、情報の非対称性を利用した不

適切なコスト削減へのインセンティブ(つまり、

モラルハザード)が発生する可能性が考えられる

ことである。例えば、コストのかかる市販後調査

(医薬品安全性情報の収集、分析・評価、提供活

動)へのインセンテイブが低くなり、その活動が

社会的に見て十分に行われない懸念がある。

②医薬品普及活動へのマイナスのインセンティブ

次に、 MR (医療情報担当者)等による革新的

な医薬品の普及にマイナスのインセンテイブが働

くケースを示す。そのために、営業活動への投入

経営資源量Siと第 2期の利益Hの関係を考察する。

ここでは、経営資源Siの投入量の増加は、ある水

準まで利益Hを拡大させるが、その水準を超えれ

ば利益拡大よりコスト上昇が上回り、利益Hが低
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下すると想定する。図 1には、当初の需要予測に

基づく SiとHの関係が11"(Si)で示されている。

しかし、治験の結果以上に、高い効能や低い副

作用効果が上市後に認められ、薬価決定時の予想

より多く処方される場合がある。その場合のs包と

日の関係がIIh (Si) で表されている。ここでの最

適投入資源量はsthとなる。

ここで問題になるのは、再算定制度の存在であ

る。この制度下では、医薬品が当初の予想をある

程度上回って処方されると薬価が引き下げられ

る。図では、 Siを超える経営資源が営業活動に投入

されると、薬価の引下げが行われるとする (IIh(Si) 

がIIh'(Si) に下方シフトする)。この図では、企業

の最適な投入量はS包であり、本来なら第 2期の利

潤を最大化する最適投入資源量sfkよりも低い。つ

まり、類似の既存薬がない革新的な医薬品の普及

活動に対して、マイナスのインセンティブが与え

られることになる。

図1 最適な経曽資源投入

H 

Si 
h
 

l

E

E

E

E

E

'
晶

*
zcu 

H
 

H
 

IIe(si) 

Si 



58 医療経済研究 vo1.11 2002 

上記の市販後調査と医薬品普及活動についての

問題は、薬価決定後に発生するコスト(将来原価)

をあらかじめ推定して薬価算定を行うことに起因

する。類似薬効比較方式の対象医薬品も、同様の

コストが薬価決定後に発生することを考えれば、

同じ問題に直面すると言える。ただ、原価計算方

式の対象となる医薬品に類似の既存薬が存在しな

い場合、類似薬効比較方式の対象医薬品に比べて、

予期しない副作用が存在する可能性が高く、上市

後の処方量も予想しにくい。したがって、上記の

2つの問題の重要性は、類似薬効比較方式の対象

医薬品に比べても大きい。

5.まとめと政策曾意

この研究で明らかになった原価計算方式に関す

る問題点は、以下の 4点にまとめることができる。

第1に、企業聞の違いが大きいので、どのように

定められた係数でも、一つの係数で、革新的な医薬

品の研究開発能力を持つ製薬企業像を適切に反映

できない。原価計算方式は、似通ったコスト構造

を持つ複数企業に対しては適用可能であるが、適

用企業が多くなり企業間でコスト構造が異なる

と、その適用は適切ではない。

第2に、企業聞の違いが大きいため、一つの係

数で薬価を決定すれば、企業聞に差別的な影響を

与える度合いが大きい。不利な企業群として、新

興企業、研究開発や市販後調査に業界平均よりも

高い比率で経営資源を投入している企業、高付加

価値の医薬品を上市して高い営業利益率を設定可

能な企業を挙げた。また、この方式で算定される

薬価が国際的に低い水準となれば、日本市場に拠

点を置く企業に不利に働く。

第3に、革新的な医薬品に適用される原価計費方

式が革新的な医薬品自体の研究開発インセンテイブ

にマイナスに影響を与える効果があり、また上記の

企業群に対してよりマイナスの影響が大きい。

第4に、予想、原価に基づいて係数を設定し薬価

を計算することは、市販後調査と革新的医薬品の

普及に対しマイナスの影響が及ぶ。

これらの分析結果を踏まえれば、以下の 2つの

政策含意が導き出せる。第 1に、日本の医薬品産

業の国際競争力向上や新規成長産業の創出という

産業政策の視点から見て、原価計算方式の差別的

な影響が適切でないと懸念される。

第2の合意は、革新的な医薬品に対する薬価設

定の改革の方向性についてである。原価計算方式

に関するこれまでの批判からは、より適切に原価

把握を行うために、係数を見直すべきという議論

も有り得る。また、この研究で新たに指摘した問

題点の中にも、ある程度の工夫を行うことで比較

的容易に改善できるものがある制。しかし、上記

の4つ問題点は、単なる係数値の見直しだけでは

革新的な新薬の薬価算定方法の抜本的な改善には

つながらないことを明らかにしている。

したがって、原価計算方式を抜本的に見直す必

要性は高いと結論付けられる脚。
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補論A:薬価の計算方法

製薬産業の製造原価総額をM、販売費及び一般

管理費総額をS、営業利益合計をRとし、医薬品卸



産業における流通経費総額をTとしよう。 αs、

αR、 αTの係数は、旧厚生省の通達の中で、以下

のように定義されている:

αsz-J1-R=R 
。 M+S十R ' ~n M+8+R' 

T (19) 

αT= M+8+R+T' 

各係数を実際に算定する際には、各調査資料から

得られた数値が使用されている輪注。

医薬品4に関する単位当りの販売費及び一般管理

費(研究開発費を含む) (8i)、営業利益 (Ri)、流

通経費 (Ti) は、製造(又は輸入)原価 (Mi) と

(19)式を基に計算される:

8i=αs _~， ¥Mi， Ri= αR (1ーαs一αR)oH'.l.t，.Ll4 (1-αs一α;;)lY.li， (20) 

m ー αT '5 

.li一(1ーαT)(l-αs一α;)lV.li. 

したがって、当該医薬品の薬価 (Pi) は、(1)

式と (20)式より以下のように決定される:

Pi = (1 +t) (Mi+8aRaTi) = 

(1 +t) 
[Zi+(1 +αE) D;)， 

(1-αT)(l-αs-αR) 

補論B:再算定による予想収益の下方

バイアス

(21) 

ここで、当初の予想処方量にバイアスがかかっ

ていなくても、予想収益に対し下方バイアスがか

かり、研究開発インセンテイブに悪影響を与える

ことを簡潔に数式で示す。実際の処方量として、

3つのケース (Q~、 QY'、 Qf) を想定する。上付き

のh、問、 lは、実際の処方量が予想よりも高かっ

たケース、同じだ、ったケース、低かったケースを

それぞれ表す。各確率は、 p?，p r:t， 1-ρ?一ρ?

で表される

( Q~ 確率 p~

Q;= { Ql" 確率 ρア

I Ql 確率 1-p~-pr
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それぞれの数量に対する価格を、 H、Pl:'、P!と

する。再算定がない場合、(7)式より、

P?<p:，，<pf (22) 

となる。その場合の予想収益は次のように表され

る:

ρ fQ~P?+ ρ l"Ql"P:" + (1-p~-pl") Qlpf. (23) 

しかし、再算定は薬価引き下げ方向にしか行われ

ないため、再算定の仕組みの下での予想収益は、

p?QfPih+ pl"Ql"P:"+(1-ρfーρl")Qlp;m (24) 

となり、 (22)式より予想収益は低下することに

なる。
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いない。
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外的な適用」とは言い難い。

5 その全体像について記した文献として、例え

ば、中村 (2001) を参照。
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8 新しい薬価制度の改革案の 1つである「同等

医薬品・同一保険償還価格」制度の研究開発活

動への影響を理論的に分析した文献として、中

村 (2000) を参照。

9 部年度適用成分から計算方式が明らかになった。

10 直接労務費の時間単価の計算には、厚生労働

省の「毎月勤労統計」の数値が使用されている。

11 加重平均値が使用される他の理由として、営

業活動や市販後調査など薬価決定後発生するコ

スト(将来原価)が存在することと、実際にか

かると考えられるコストをそのまま認めると非

効率の助長につながる恐れがあることが指摘さ

れている。伊東 (1995) を参照。
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務データハンドブック」の数値を使用している。

13 補論A参照。
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16 例えば、 2000年10月時点のデータとして収録

される企業は、 1988年度に既に上場している企

業に限られている。

17 類似性を有する既収載品の承認が古いことを

理由に原価計算方式が適用された成分を除く。

18 海外企業は表3には含まれていなしミ。医薬品

の世界売上ランキングはSCRIP(2000)から入

手。そのランキングは、 1999年 7月から2000年

6月の聞の決算データを基にしている。

19 ウイルコクスンの順位和検定は、母集団が正

規分布に従っているかわからない場合に使用さ

れるノンパラメトリック検定である。正規分布

に従っていると仮定してt検定を行っても、以

下に示す結論と同様の結論が得られた。

20 日本製薬工業協会DATABOOK (1999) を参

BY。

21 96年度のデータは、 αE=  1.077、 α8=0.433、

αR=  0.l59、 αT =  0.l18である。材料費Zと直接

労務費Dの数値は、旧厚生省が通達で示した計

算例の数値を使用した。

22 材料費Zと直接労務費Dの数値は、旧厚生省が

通達で示した計算例の数値 (Zi=40、Di=30)

を使用した。

23 元々、業界平均値を使用したのは、各企業に

おいて実際にかかると考えられるコストがその

まま認められると非効率の助長につながる恐れ

があるためである。したがって、各企業のコス

トがそのまま薬価に転嫁されていない現状で

は、非効率性を人為的に助長しているとはいえ

ない。ここでは、各企業の各年度における経数

は、非効率性を人為的に助長していないという

意味で実際の原価を良く反映しているものと想

定している。

24 時間的割引率を考慮しでも、以下に示される

本質的な結論は変わらないので省略する。

25 ここで、議論を簡潔にするため税率tは考慮し

ない。

26 日本製薬工業協会 (2001) によると、承認取

得までの累積成功確率は約六千分のーである。

27 一方で、企業が研究開発の効率化を進め、業

界平均値より低い研究開発比率で画期的新薬の

開発に成功すれば、その企業にとって有利にな

る。したがって、研究開発の効率化を促進する

要因となりうるかもしれない(この点は、レフ

ェリーの方から指摘を頂いた)。しかし、効率

化によっても研究開発比率が低下するとは限ら

ない。なぜならば、研究開発の成功確率が低い

製薬産業においては、企業が効率化によって生

み出された余裕資金を、これまで投資対象にな

っていなかった研究開発プロジ、エクトに向ける



ことが考えられるためである。言い換えれば、

研究開発で効率的な企業の研究開発比率が業界

平均よりも低いとは必ずしも言えない。

28 類似薬効比較方式で決定される薬価が総じて

低く抑えられていると製薬企業が認識している

場合、原価計算方式の研究開発インセンテイブ

への影響は相対的にプラスに働く。逆の場合は、

相対的にマイナスに働く。

29 詳しくは補論B参照。

30 この議論については、プライスキャップに関

する議論を参照。プライスキャップに関する文

献としては、例えば、Littlechild(1983)、井手

(1990)、植草(1991)を参照。

31 その一つの例としては、係数計算のための集

計対象企業の範囲を見直すことである。

32 さらに、原価計算方式対象医薬品は、類似の

既存薬がない場合、類似薬効比較方式対象医薬

品のように類似薬に対する加算率アップという

手法が使えないことにも留意すべきである。

補論注販売費及び一般管理費(研究開発費を含

む)と営業利益に関する係数は、日本政策投資

銀行の「産業別財務データハンドブック」から

計算される。流通経費に関する係数は、厚生労

働省医政局の「医薬品・医療機器産業実態調査」

の数値から計算される。
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Economic Analysis of Validity of the Cost 
Calculation Method as a Drug Pricing Method of 

Innovative Drugs 

Hiroshi NAKAMURA， Ph.D. * 

In Japan， the cost calculation method is used to determine innovative drugs' prices. The 

method， therefore， makes impacts on newly emerging industries as well as R&D-or色nted

pharmaceutical直rms.This paper focuses on the method and analyzes the difficulties of cost 

calculation， the effects caused by the difficulties， and the effects on R&D incentives and 

business behaviors (PMS and promotion of innovative drugs). Then， the validity of the 

method， as a drug pricing method of innovative drugs， is examined. This paper finds some 

fundamental reasons not to support the method. One reason is that a parameter used in 

calculating drug prices under the method can hardly ref1ect the “average" image of R&D-

oriented pharmaceutical frrms. This suggests that only modification of the parameter is not 

su伍cientto fundamentally improve the drug pricing method of innovative drugs. 

[key wordsJ Cost calculation method， innovative drugs， newly emerging industry， R&D 

incentives， PMS， incentives for promoting innovative drugs 

* Associate professor， Graduate School of Business Administration， Keio University 
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研究報告

介護保険施設における個室化とユニットケア

に関する研究

外山 義*

介護保険施設における全室個室、ユニットケアの導入(新型特養)により、今後、これらの施設は「介護の場Jから
「生活の場」へと変化していくと考えられる。高齢者の生活の場として、自らの人生を閉じる場所としてふさわしい居住
環境を整えるために、実証的研究に裏付けられた方向性が示される必要性がいよいよ高くなっているといえる。本研究で
は個室化、ユニットケアの有効性を検証し、その方向性の必然性、妥当性を裏付ける論理を組み立てることを第一の目的
とした。個室化・ユニット化に係る基本的な考え方や個室化・ユニット化をめぐる論点の整理をおこなったうえで、実際
に個室化・ユニット化を導入した事例の追跡調査のデータによりその論点を裏づけている。また、新型特養の新築及びそ
れに向けた改修のための留意点を整理しており、介護保険施設の設置・運営を検討している事業者や事業者を指導する立
場にある都道府県担当者の施設整備の手引きとして活用されることを期待している。

キーワード:特別養護老人ホーム、個室化、ユニットケア、新型特養

1 .調査研究の目的と内容

( 1 )背景

平成14年度予算案に全室個室、ユニットケアを

特徴とする居住福祉型の特別養護老人ホーム(新

型特養)の整備補助費が盛り込まれた。介護保険

制度導入以降変化しつつある利用者意識を考える

と、今後、居住福祉型の特別養護老人ホームの需

要は伸びてゆくだろう。

要介護高齢者の入居施設の居住環境として、人

権、プライパシーを考慮し個室の必要性が言われ

るようになって久しい。しかし、要介護高齢者居

*京都大学大学院工学研究科教授

住施設の個室化に対して「個室ではプライパシ}

は守られるが、引きこもりにつながりやすく孤立

しやすい」、「個室化すると介護職員の移動距離が

長くなり、労働負荷が増大する」、「個室は同室入

居者の目がないので、容態急変への対応が遅れる」

といった個室のマイナス面を懸念する主張があ

る。また同時に「多床室ではプライパシーは犠牲

になるが、入居者同士の交流がある」、「多床室は

介護がしやすい」、「多床室は入居者の目があるの

で安全である」という多床室のプラスの効果を強

調する主張もある。しかしながら、「個室JI多床

室Jをめぐるこれらの主張は、何れも科学的に実

証されたものではなく、いわば言説として存在し

てきたと言ってよい。本研究は、個室・多床室を
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めぐるこうした主張の科学根拠の有無について検

証を試みたものである。

介護保険制度の導入から 2年が経過し、事業者

のサービス提供、利用者のサービス利用実態が明

らかになるにつれ、施設志向の高まりが報告され

ることが多くなった。高齢者の生活の場として、

さらに、みずからの人生を閉じる場所としてふさ

わしい居住環境を整えるために、実証的研究に裏

付けられた方向性が示される必要性がいよいよ高

くなっていると言えるだろう。

(2)目的

本研究では、介護保険施設の個室化、ユニット

ケアの有効性を検証し、その方向性の必然性、妥

当性を裏付ける論理を組み立てることを第一の目

的と考えた。そのため、個室化・ユニット化に係

る基本的考え方や、個室化・ユニット化をめぐる

論点の整理をおこなったうえで、実際に「個室

化J. Iユニット化」を導入した事例の追跡調査

のデータによってその論点を裏付けている。

本報告書では、後半で、居住福祉型特養の新築

及びそれに向けた改修のための留意点を整理して

おり、介護保険施設の設置・運営を検討している

事業者や事業者を指導する立場にある都道府県担

当者の施設整備の手引きとして活用されることを

期待した内容となっている。

(3)内容

はじめに、先行研究を整理し個室化をめぐる言

説に関する検証をおこなった。

次に、既存統計を再集計することにより介護老

人福祉施設(特別養護老人ホーム) (以下「特養」

という)と介護老人保健施設(老人保健施設)

(以下「老健」という)の整備状況を整理し、個

室化、ユニットケアの普及状況を把握した。

さらに、実際に個室、ユニットケアを導入した

施設における入居者、介護職員双方の行動観察調

査を通じて、その影響、効果を詳細に把握した上

で個室、ユニットケアを進める上での論点を整理

している。

また、個室、ユニットケアの導入事例、既存施

設が個室、ユニットケアを導入するにあたって改

築・改修した事例、施設整備の今後の方向性など

を紹介している。

i 個室、ユ=ット化に係る基本的な

考え方

( 1 )個室の必要"生

筆者らは1995-1996年度にかけて、厚生省の委

託研究「特別養護老人ホームの個室化に関する研

究」を行った。この研究では、個室化の進んだ特

養と 4人部屋、 6人部屋主体の特養聞で個人の生

活空間や生活展開、介護上の労働負荷などを科学

的に比較することを試みた。

具体的には、いずれもケアの質が高いとされる

4人部屋主体の特養と個室主体の特養を 2施設づ

っ選択し、そこにおける入居者の行動観察 (15分

間隔)と介護者の介護行為追跡調査(1分間隔)

を行った上で、その結果に基づき、前述の個室を

めぐる言説について検証し、個室の必要性を再確

認している。

①入居者の居室滞在率

居室のタイプがちがう 4施設の入居者の居室滞

在率を比較した(図1)0 4床室主体のS施設にお

いて居室滞在率が68.9%と最も高いという結果が

得られた。残りの 4施設の居室滞在率は36.1%-

47.8%の聞に分散したが、これらの結果から、個

室型特養のほうが多床室型特養よりも居室への滞

在率が高いという言説、すなわち個室=居室への

引きこもりという図式は検証できなかった。



②入居者聞のコミュニケーション

4床室内での入居者同士の会話は、全体の切り

口の 4%しか存在しておらず、入居者間に活発な

コミュニケーションがあるとは言い難いのが実状

である。また、最近、筆者らは 6床室型特養で日

中12時間連続 1分間タイムスタデイを行ったが、

日中(7時-19時)入居者間の会話が2回以下だ

った部屋が全体の 3分の 2強、そのうち半数は会

話がO固という結果であった。これは同室者同志

が互いに挨拶も交わさないという状況を示してい

る。入居者の姿勢をみると、窓側、廊下側、中央

のベットにいる入居者は調査時の80%以上、 70%、

90%以上の割合で、同室者に対し背を向けた姿勢

を取っていることがわかった(図 2)。手を伸ばせ

ば届くような間隔でベッドが並んで、いても、互い

を視野に収めない没交渉な生活の様子が浮かび上

がった。

これら多床室における入居者同士の交流に関す

るデータからは、多床室=活発な入居者間の交流

とは決して言うことができない実態を示す結果と

いえる。
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③入居者間の相E扶助

職員に対するヒアリング調査から、入居者の容

態の急変についても、同室者ではなく巡回の職員

が発見するケースが多いということが報告されて

いる。前述の通り、入居者間の没交渉な生活から

この結果は容易に想像できるであろう。

④個室化の意味

居室の他に居場所を持たない入居者にとって、

逃げ場もなく絶えず他者の目に晒されて過ごす生

活の中での相互関係は大きな生理的ストレス源に

なっていく。前述の 6床室型特養では、同室者に

遠慮して夜間のポ}タブルトイレの使用を我慢し

て失禁しているケースや同室者を意識した感情抑

制のため声が出なくなっているケースなどが確認

された。このような状況下で生活を継続するため

には、同室者は互いに無視し合うことによって限

定された個人的な時間と空間を確保していると言

えるだろう。

個室をめぐるいくつかの言説を検証してきた

が、こうした実態を踏まえるならば、居室の個室

図 1 入居者の居室滞在率の比較
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図 2 入居者の体の向き

内を向

内を向

墜を向く 14%

化とは、入居者にとっての身の置き所を保障し、

一人になる逃げ場(自分を取り戻せる空間)を保

障することを通して、他者と交流する意欲がわい

てくることを促すところにポイントがあるといえ

る。コミュニケーションや交流とは相手を選択す

ることから始まるのである。すなわち、高齢者施

設の居室スペースを個室化することは、孤立・孤

独の心配とは全く裏腹に、むしろ、人と交流する

意欲を回復するためであると言うことが出来る。

(2 )ユニット化の必要性

①ユニットの単位規模

従来、高齢者施設では「介護単位jという言葉

が用いられてきた。「介護単位j とは一般に30-

50人程度の入居者を束ね介護する単位、すなわち

介護職員の職務上のローテーションが組める人数

規模がこの「介護単位Jの実際上意味するところ

であり、介護者側から見た規模単位である。

では、「ユニット」とは何を意味するのだろう

か。端的に言って、それは入居者にとっての「生

壁を向く 16%

活単位Jを指す。入居者の側からみたときのある

べき生活の規模単位、すなわち入居者同士が馴染

みの関係を形成しやすく、自分らしさが保てるグ

ループや生活空間の単位規模、構成要素の基礎単

位を意味していると言えるだろう O

ユニットの単位規模は概ね8人から10人を軸に

プラス、マイナス数人といった人数規模であるが、

いずれも科学的な裏付けがあって設定された単位

規模ではなく、入居者間の相互認識等を考えた上

限値と死去などによる退所を考慮しでも維持され

るグループ内の継続性や、グループ内での小グル

ープの成立性を考慮した下限値が経験的に割り出

され、その聞の幅として設定されたものと考えて

よい。例えば、ユニットケアの源流であるスウェ

ーデンの痴呆性高齢者グループホームのユニット

の単位規模は、 1985年に全国普及のための建設補

助をつけ始めた際の条件は 6人であったが、今日

では10、11人まで拡大されてきている。我が国の

グループホーム(痴呆対応型共同生活介護)は 5

-9人、老人保健施設におけるグループケアユニ



ット型加算が前提とする 1ユニットの人数規模

は、最大12人程度としている。

筆者は高齢者施設のユニットケア導入に際して

の生活単位規模は 6-15人程度という比較的ゆる

やかな幅を想定している。この生活単位は、利用

対象者の属性や状態像、組合わせによって適正規

模が変わり得るし、ケア介護の質や建築空間のあ

り方によっても左右されるものだからである。

「ユニットケア」の本来的目的に立ち返ると、

高齢者の視点、からみた生活規模を「生活単位jと

呼ぴ、「介護」ゃ「管理」といった職員側からの

垂直的な関わりに支配された場ではない「生活の

場」をつくりだそうというのが狙いである。

3.高齢者施設(特養・老健)居住環境

の現状

2章では高齢者施設の個室化をめぐる言説を検

証しながら、入居者にとって、身の置き所として

個室を保障することの重要性を述べてきた。では、

実際に高齢者施設において個室、ユニットケアは

どの程度導入されているのだろうか。特養、老健

における個窒化とユニットケアに焦点、をあてて、

居住環境の現状を見るためのデータは極めて限ら

れている。しかしながら、公表データからみても、

近年、施設で個室化が進んでいる状況がはっきり

と確認できる。またユニットケアについては、そ

の考え方が明確に出されてからわずか3年ほどし

か経っていないにもかかわらず、その関心の高さ

と先進的に取組んでいる施設の状況を二つのアン

ケート調査から概観することができる。

( 1 )施設の個室化

個室化の傾向を示すと考えられる 2つの指標

「個室化率」と「個室の割合(1人部屋の割合)J

に着目して、特養と老健の個室化の状況と傾向を
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概観してみる。

①特別養護老人ホームにおける個室化

全国老人ホ}ム基礎調査 (H9全国老人福祉施

設協議会)によると、特別養護老人ホームの個室

化率(総1人部屋数/総定員)は7.3%であり前回

調査 (H4)の2.3%と比較すると 5ポイント上昇

している(表1)。総居室数に占める l人部屋の割

合は15.7%である。

表 1 特別養護老人ホームの個室化の状況

個室化率

人員規模別居室数の変化を時系列にみる(図 3)

と、昭和52年では r6人部屋Jが6割を占め主流

であったが、その後 r6人部屋」は激減し、代わ

って r4人部屋Jが急激に増え、その結果、昭和

57年以降 r4人部屋」が5割を超え主流となった。

その後、 r4人部屋jは5割から 6割で安定的に

推移し、その問、 r6人部屋Jの減少を吸収する

かのように、 r1人部屋Jr 2人部屋Jがわずかな

がら増加を続ける。

ところが、平成 9年にこれらの傾向に対して明

らかな変化が見られた。 r1人部屋」が急激な増

加の兆しを見せたことである。それに対して、こ

れまで微増ながら増加を続けてきた r4人部屋」

が、さらに r2人部屋」も減少に転じた。今後、

この傾向はさらにはっきりと現れるであろう。以

上の傾向を整理し、大胆に将来の傾向を占うと以

下のようにまとめられるのではないだろうか。

1970年代まで 6人部屋主流の時代

1980年代

1990年代

4人部屋主流の時代

4人部屋主流の時代、
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個室化へ向けた胎動が始

まる

2000年最初の10年代 個室主流の時代?

②個室化の進んでいる特別養護老人ホーム

総居室数に占める個室の割合が50%以上の特別

養護老人ホームを“個室化の進んでいる施設"と

定義し、そうした施設の特性を概観する。“個室

化の進んで、いる施設"は、定員規模が比較的小さ

く(表 2)、 1990年以降に開設された施設が多い

(図4)。

ここで、処遇状況を示す項目のうち部屋替えの

状況と個人の家具等の持込み状況についてみてみ

る。

図 3 人数規模別居室数(調査年度別)

1人部屋

2人部屋

3人部屋

4人部屋

5人部屋

6人部屋

50 

40 

施 30
ユ)t.
員又

数 20

10 

O 10 

------r-ーーーーーーー-，-ーーーーーーー -T-ーーーーーーー-，

20 30 40 50 

図4 個室化の進んでいる施設の開設年度

匠豆ヨ 昭和52年度

盤翻昭和57年度
麟盤麹 昭和62年度
臨輔副 平成 4年度

圃圏平成 9年度

60 70% 
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処遇上の理由、退入所に伴う部屋替えは特養全

体の98.1%の施設で実施されているように一般的

な現象であるが、個室化の進んでいる施設におけ

る部屋替えの実施は77%と少なく(表3)、実施理

由は「処遇上の理由 (66.3%)J I退入所に伴い

(42.3%) Jとなっている。特養全体でみるとその

理由は同じように「処遇上の理由 (85.4%)J I退

入所に伴い (64.4%)Jとなっているが、 8割以上

の施設で「処遇上の理由」をあげている点が特徴

的である。個室化が進んでいる施設の方が、処遇

上の理由で部屋替えを実施する割合が低いが、表

4で示される理由などは、個室を利用することが

解決の一助となる問題であろう。同一施設内であ

っても、住み替えは入居者にとって心理的負担が

大きいことを考慮しなくてはならない。

個室化が進んでいる施設においては、個人の家

具の持込みを「認めている」施設は44.4%、特養

全体では25.8%であり、大きな差がある(表 5)。

また平成 3年度調査時点では、特養全体で個人の

家具の持込みを認めていない施設が50%を超えて

いた。全体としては「認めている」が多くなる傾

向がみられる。生活の継続性を維持し、施設を

表2 個室化の進んでいる施設入所定員数

集計対象数 30人以下 31-50人 51-80人 81人以上

特別養護老人ホーム 2955 106 1453 731 665 
100.0% 3.6% 49.2% 24.7% 22.5% 

196 27 109 36 24 
いる施設(再掲) 100.0% 13.8% 55.6% 18.4% 12.2% 

表 3 個室化の進んでいる施設の部屋替えの状況 (MA)

MA  
集計 部屋替え 定期的な 退入所 増設等 処遇上 無図書、|

対象数 実施 部屋替え に伴しミ に伴い の理由 実施なし

特別養護老人ホーム 2792 2740 345 1799 104 2383 52 

100.0% 98.1% 12.4% 64.4% 3.7% 85.4% 1.9% 
個室化の進んで 196 151 20 83 10 130 45 
いる施設(再掲) 100.0% 77.0% 10.2% 42.3% 5.1% 66.3% 23.0% 

表4 処遇上の理由の内訳 (MA)

集計 利用者の 利用者 人間関係 異常行動 本人の その他 無回答

対象数 看取り の症状 の調整 希望

特別養護老人ホーム 2383 865 1748 1949 1616 403 43 1 

100.0% 36.3% 73.4% 81.8% 67.8% 16.9% 1.8% 0.0% 

lF化の進んで 130 54 92 105 83 26 O O 
る施設(再掲) 100.0% 41.5% 70.8% 80.8% 63.8% 20.0% 0.0% 0.0% 

表5 個室化の進んでいる施設の家具の持ち込み状況

集計対象数 認めている 事情に応じて 認めていない 無回答
認めている

特別養護老人ホーム 2955 763 1418 764 10 
100.0% 25.8% 48.0% 25.9% 0.3% 

|個室化の進んで 196 87 76 33 O 
いる施設(再掲) 100.0% 44.4% 38.8% 16.8% 0.0% 
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「自分の家」と認識するためには、個人の家具等

を持込み、生活環境を整備することも重要なポイ

ントになると考えられる。

③老人保健施設における個室化

平成 8、9年度の老人保健施設調査から、居住

環境と個室化の状況と傾向を概観する(個室化の

進んでいる施設に関するデータは得られなかっ

た)。老人保健施設における個室化率は、 7.7%

(H 9老人保健施設調査)であり、平成 8年、 9

年とわずか一年の違いであるが、「個室化率J1個

室の割合」両方の指標について個室化が進んでい

ることをみることができる(表6)。また、平成 9

年度について老健と特養を比較すると、「個室化

率Jは老健で7.7%、特養で7.3%でありほとんど変

わらないと言っていいだろう。しかし「個室の割

合J(特養では 11人部屋の割合J)では、老健

24.1%、特養15.7%で老健の方が個室の割合が多い。

また、平成 8年から 9年度の変化率をみること

で、個室化の傾向を概観してみる(表7)。この 1

年で施設数は22.1%増加し、療養室数全体も22.3%

とほぼ同じ割合で増加しているが、人数別居室数

変化を見るとその内訳はかなり違っている。「個

室」は人数別居室のなかでは、全体で30.8%と一

番伸びており、居室数全体の伸びを8.5ポイントも

超えている。人数別居室の療養室に対する割合を

見ると、「個室の割合」のみが増加しているのが

印象的である。療養室数から個室数の変化の傾向

を見る限り、わずか一年の間でもはっきりと個室

化の傾向を観察することができる。

表 6 老人保健施設の個室化の状況

(平成9年度、平成8年度「老人保健施設調査J) 
平成 9年 | 平成 8年

個室化率 7.7 I 7.2 
個室の割合 24.1 I 22.5 

*個室化率=総個室数?総定員
*個室の割合=総個室数ー総療養室数

表 7 開設者別療養室数平成8年度か5平成9年度の変化率(%)

総数 地方公共 医療法人 社会福祉 公的・社会 その他
団 体 法人 保険

関係団体

施設数
施設総数 22.1 15.7 23.2 19.0 20.8 25.5 
痴呆専門棟加算届出施設数 44.4 33.3 42.9 48.8 50.0 
定員数
総定員数 22.4 18.0 23.4 19.3 22.8 23.7 
療養室数
一般棟 22.3 18.0 23.4 18.5 22.8 24.3 
4人室 20.7 16.7 21.6 17.7 21.6 20.5 
3人室 15.5 0.0 18.8 12.7 -11.4 0.0 
2人室 18.0 15.4 18.5 15.9 8.9 28.5 
個室 30.8 25.9 33.0 22.6 37.3 35.7 

居室数/施設 0.1 2.0 0.2 -0.5 1.6 -1.0 

4人室の割合 -1.3 -1.0 -1.5 -0.6 -1.0 -3.0 
3人室の割合 -5.6 -15.2 -3.8 -4.8 -27.9 -19.5 
2人室の割合 -3.5 -2.2 -4.0 -2.2 -11.3 3.4 
個室の割合 7.0 6.7 7.8 3.5 11.8 9.2 
個室化率 6.8 6.6 7.8 2.8 11.8 9.7 
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年以降に開設した施設が半数以上を占める(図 5)。

1998年以降に開設した施設の83%がユニットケア

を想定して建設しており、残りの17%が増改築や

既存の建物でユニットケアを行っている(図 6)。

介護保険制度下におけるユニットケアのあり方

に関するアンケート (H12全国老人保健施設協会)

介護保険施設における個室化とユニットケアに関する研究

(2)ユニットケアについて

ユニットケア全国実態調査 (H12特養・老健ユ

ニットケア研究会)の結果によると、ユニットケ

アを導入している施設は、新しい施設が多く 1995

開設年別ユニットケア実施施設数図5
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によると、ユニットケアを知っていると回答した

施設は7割弱であったが、ユニットケアを実施し

ている施設は3.1% (43施設)にとどまった。また

43施設のうち半数は2000年からの実施となってい

る(図7)。実施の動機は「集団的な処遇ではケア

が不十分になった」が51.2%と最も多く、以下

「痴呆性高齢者の割合が増えたJ27.9%と続いてい

る。ユニットケアを実施した効果については、ま

ず、入所者本人にとっての効果では、 9割が「大

きいJrどちらかというと大きい」と回答してい

る。また、「ケアを提供する上での効果・施設運

営面での効果jでは8割が「大きい」、「どちらか

というと大きいJと回答している。

老人保健施設においては、すでにユニットケア

を導入している施設からはポジティブな評価を得

ているといえる。一方で、人員、設備の面でネガ

テイブな評価もあるが、このようなコスト増がベ

ネフィットを上回っているかどうかは今後の研究

課題であるが、老健の目的からすれば、ユニット

ケアが大きな可能性を持っていることが読み取れ

る。

4.個室化・ユニット化をめぐる論点

個室化やユニットケアに関する理論的研究は必

ずしも十分になされているとは言えない。このた

め、個室化やユニットケアを取入れることは入居

者にとって良いとしても、果たしてどの程度効果

があるのか、また運営サイドは職員数が増え経営

を圧迫する、あるいは個別処遇を取入れることで

職員の負担が増すのではないか等危倶し、個室化

およびユニットケアに二の足を踏む要因となって

いる。

そこで、本章では入居者、職員、敷地が同一の

まま、六床室を主体とする従来型の特養から、全

室個室のユニットケアへ建替えられたJ苑の建替え

事例から、入居者のQOL、職員の介護負荷等の変

化を検討したうえで、適切な職員体制と人件費、

建築的検討など、個室化・ユニット化をめぐる論

点を検証する。

( 1 )個室化・ユニット化による入居者の生

活、介護職員の身体活動量の変化

①調査の実施概要

入居者の生活の変化については建替え前の 9月

図7 ユニットケアの開始時期

不明

平成12年

平成11年

平成10年

平成 9年

平成 8年

O 10 20 

46.5 
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と5ヶ月後に15分間タイムスタディを行った。

介護職員の身体活動量は運動強度および歩数を

記録する小型運動記録器を看護婦 l名、介護職員

6名に建替え前10日間、建替え後 1ヶ月間、およ

び5ヶ月後の10日間の勤務時間帯に携帯してもら

い、歩数、運動量、運動強度を測定すると同時に、

介護内容を記録シートに記入する方法によりデー

タ収集を行った。

②建替え前の物理的環境

老人福祉法制定直後の昭和48年に建設された J

苑は、 2階建てで居室がすべて南向きに配置され、

建物内部は廊下が一直線に伸び、その片側に六床

室が並ぴ端部に娯楽室と呼ばれる食堂がある、典

型的なホスピタルモデルに基づく空間構成であ

る。

居室内部には中央に共用のテレビがあり、廊下

と室との聞にはガラス窓が設置され、ベッド周り

のカーテンが唯一のプライパシー保護の手立てで

あるが、日常的にはこれは十分には用いられてい

ない。居室内部のプライベートな領域はベットと

その周囲のごく僅かなスペースのみで、私物はほ

とんど持込めず、ベット上でほとんどの生活を営

むしかない状態である。トイレはフロア中央に 1

ヵ所に集中して設置されている。そのため、 トイ

レから遠い居室ではポータブルトイレも多く置か

れている。

中央の廊下は約70メートルもの直線廊下で安全

性、見守りのしやすさ、職員の移動の効率性とい

った管理上の視点、から計画されたものである。無

機質な素材とあいまって、冷たく施設的な印象を

あたえているだけでなく、施設内総床面積の中で

かなりの部分を占めながら、生活空間としては機

能していない。

端部には娯楽室があり、食堂として利用されて

いるが、居室から娯楽室への移動に10分近く要す
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る入居者もいる。また娯楽室に入りきれず廊下や

居室で食事をとらざるを得ない入居者も半数を超

えている。

また、居室、食堂、 トイレ、浴室等の空間が互

いに離れている結果、必然的に移動介助が増え、

廊下が入居者自身の主体的な移動のためでなく、

職員のための搬送空間として利用されているのが

実状である。

③建替え前の入居者の生活

前述のような物理環境下では、入居者の生活は

自ずから制限されていることは言うまでもない。

朝7時から夜7時までの入居者の居場所を、食堂、

廊下、居室に区分してみると、居室内の滞在が

73.3%とその殆どを占め、かっそこでの55.1%が睡

眠である。また73.3%を占める居室での滞在を詳

しく分析すると、ベット上がその 9割以上を占め、

入居者がベット以外に居場所を持てていないこと

がわかる。 1日3度の食事時を除くとほぼベット

上の生活であり、食事時さえ離床していない入居

者もいる。極めて単調な生活といえよう。

④建替えの概要

建替えは同一敷地で行われ、職員、入居者とも

同ーのまま、ハードのみ全室個室化・ユニット化

した。特養部分面積は9，034ni、基本ユニットは定

員20名で面積780.3ni、一人当たり床面積は約80ぱ。

従来の建物面積の約3.5倍。居室は全室個室で、一

人当たり約15niの面積で各室に押入れと洗面台が

設置されている。

20人を生活単位とするユニットにより施設全体

が構成され、各ユニットには食堂(メインリビン

グ)、中庭に面したサブリビング、畳スペースな

ど、多様な共用空間があるほか、 2室に 1ヵ所の

割合でトイレが設置されている。また、それぞれ

のユニットには小さな浴室、スタッフステーショ
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ンがあり、これとは別に複数のユニットで共有す

る大浴室、寮母室が配置されている。

⑤個室化・ユニット化による入居者の生活の

変化

個室化、ユニット化により、持ち物の変化、

QOLの変化、 ADLの変化のいずれにおいても、

入居者の生活面全般で質の向上が確認された。

建替え前は、入居者の個人的スペースはベット

周りのわずかな空間に限られ、入居者が所有する

生活関連用品は施設生活に最低限必要なものに限

定されていた。とりわけ、インテリアに類する趣

味やその人らしさを示す用品がほとんど置かれて

いなしミ。ところが、個室に移ると個人用TV、時

計、タンスといった生活関連家具や小物が持ち込

まれ、壁面には絵や写真が飾られ、次第に空間が

パーソナライズされ、そのひとらしさが感じられ

ようになった。

入居者の居場所をみると、建替え前はベット上

で一日の大半を過ごしていた入居者であるが、建

替え 5ヶ月後時点の入居者の居場所をみると、ベ

ット上の滞在率は67.7%から40.2%と大幅に減少

し、その一方でリビング滞在率が16.7%から42.8%

に増加した(図 8)。一般的に個室化については

「閉じこもり」が懸念されているが、そのような

図式は成立していない。姿勢、行為をみると、生

活がベットからリビングへ、また姿勢が寝ている

状態から車椅子を含むイス座へと変化した結果、

建替え前42.3%と日中の時間の大半を費やしてい

た「睡眠」が22.5%と大幅に減少し、テレビ観賞、

身の回りの管理、コミュニケーションといった行

為に置き換わっている(図的。とりわけ、コミュ

ニケーションが2倍に増加したことは、ユニット

化し、生活単位が小規模化した結果、入居者同士

あるいは入居者と職員の関係がより密接になった

結果と考えられる。

また、入居者のADLについても改善がみられ

た。

食事に関しては約15%の人に何らかの改善がみ

られた。中には胃ろう摂取から自力経口摂取へと

大幅に改善した例がある。また、施設全体の食事

カロリーと残飯量の変化を見ると、明らかに食事

図8 入居者の滞在場所の変化
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図9 行為の変化
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摂取量が増加しており(図10)、ADLが向上した

といえるほどの改善ではなくとも、ユニット内の

食堂に出るようになり食欲が増したという形で個

室、ユニット化の効果が現れていると考えられる。

排世に関しては約18%の人に何らかの改善がみ

られた。特に建替え前はトイレまでの距離があり

移動が負担になるためポータブルトイレを使用す

る入居者が29名であったが、トイレが2室に 1カ

所の割合で設置された結果、ポータブルが14台と

半減している。

その他入居者の生活に見られる改善としては、

職員アンケ}ト結果から「入居者間のトラブルJ

「入居者の閉じこもり jの減少「夜間の寝つき」

「表情」の改善等の項目があげられた。

これらの結果から、建替え前のベット上の限ら

れた空間での生活と比較すると生活の質は向上し

たといえるだろう。
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図 K身の回り
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⑥個室化・ユニット化による職員の身体活動量

の変化

職員の身体活動量(運動量、歩数)、運動強度

(スピード)の変化をみると、建替え直後には勤

務時間も増加しており、身体活動量は大幅に増加、

歩行もジョギングスピードおよび速歩が増え、大

規模処遇から小規模処遇へ転換する過程におい

て、一時的に慌ただしさがみられたが(図11)、

徐々に落ち着きを取り戻し、建替え 5ヶ月後には

勤務時間、身体活動量、運動強度ともに建替え前

と同水準に戻っている。身体活動量については時

間帯により減少することも示された。

このことは、個室化・ユニット化が職員の負荷

を増大させるとは一概に言えず、むしろ入居者の

みならず、職員にとっても有効なことを示すと考

えられる。

こうした結果が得られた要因として、ユニット

化により生活単位が小規模化し、介助移動に要す

る距離が減少したこと、前述の通り、ポータブル

トイレやおむつを使用する入居者が減少したこ

と、 PHSを導入し職員聞の連携がスム}ズにな

ったこと、高齢者の生活が能動的になったこと等

が考えられる。今後その関連を詳細に検討するこ

とが必要であろう。

さらに、職員配置をユニットに固定したり、

(J苑では床面積が3.5倍に拡大したが、)よりコン

パクトなユニット構成といった建築的改善を加え

施設床面積を抑制できれば、ユニット化した効果

が職員の身体活動量にも、より明確な形で現れる

と予想される。

⑦個室化・ユニット化によるケアの変化

職員の滞在場所の変化をみると、建替え前は居

室滞在率が高く、多くの介助行為が居室内で行わ

れていたことを示していたが、建替え後はリビン

グの滞在率が増加している(図12)。入居者のリ

ビング滞在率の増加に伴い、介助者の滞在場所も

リビングが中心となっていると考えられる。

介助行為の変化をみると、増加することが懸念

されていた食事、排世、入浴、介助などの生活基

本行為については増加はみられず、反対にコミュ

ニケーションの増加が観察された(図13)。個室

図11 介護職員(夜勤帯)の運動強度(スピード)の変化

安静状態 微少運動 ゆっくり歩行 速歩 ジョギング
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化による閉じこもりが懸念されたが、 J苑において

は個室化に加えてユニット化を行うことにより、

入居者と介護者の物理的距離はむしろ短くなり交

流頻度が増加したと考えられる。

ケアにみられた改善についてアンケートをした

ところ次のような回答が得られた。「大幅に改善」

「やや改善」を併せると「食事の雰囲気JI介護時

の笑顔」等ほとんどの項目について改善されたと

感じていることがわかる O 一方で、一日の仕事が

終わった際の「肉体的な疲れJI精神的な疲れj
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については、「疲れが減少した」が3割、「増加し

た」が4-5割で回答が二極化している(図14)。

こうした結果が得られた要因をアンケートの自

由記入欄から推察してみると、入居者とのコミュ

ニケーションが増加したように、個室化・ユニッ

ト化により入居者と一対ーで向き合う場面が増加

し、より木目細かな対応を求められるようになっ

ていることが影響していると考えられる。例えば

「以前は流れ作業的な介護であったため、肉体的

な疲れが多かった。一人一人に係る時聞が増えた

図12 介護スタッフの滞在率
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ことで、配慮などの精神面に気を使っているよう

に思う」という記述がみられた。従来の流れ作業

的なケアに対する意識が受け止め方の違い、精神

的な疲れの二極化をもたらすことが示唆された。

⑧ J苑の建替えに伴う行動観察調査、アンケー

ト調査からの示唆

以上、入居者、職員、敷地が同ーのまま、六床

室を主体とする従来型の特養から個室化・ユニッ

ト化したJ苑の建替え事例を取上げ、入居者のQO

L、職員の介護負荷の変化を行動観察調査、アン

ケート調査により検証した。その結果、個室化・

ユニット化により

-持ち物の変化、 ADL、QOLの変化から、

入居者の生活面全般で生活の質が向上した

-リビング滞在率が向上するなど、個室化は直

接「閉じこもりJには結びつかない

-個室、ユニット化により施設床面積は増加し

ても介護職員の身体活動量は必ずしも増加し

ない0

・職員のユニット固定配置、コンパクトなユニ

ット構成を採用すれば、むしろユニット化する

前の状態よりも職員の身体活動量は減少する

-従来型のケアから個室化・ユニット化への転

換は、スタッフの精神的な疲れに二極化をも

たらしたように、入居者と一対ーで向き合う

個別ケアでは職員の資質が関われることに通

じるということが示唆された。

以上の結果を踏まえ、次項では適切な職員体制、

建築的検討など、個室化・ユニット化をめぐる論

点を検証していく。

(2)個室化・ユニット化によるスタッフ

ローテーション、人員配置と人件費

特養の人員配置基準については 3: 1 (入居者

3人に対し常勤換算で 1名の介護・看護職員配

図14 ケアに見5れた改善
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置)とされており、実際に入居者何人に対して1

名の職員を配置するかという「職員:入居者jと

いった数字で議論されることが多い。個室化・ユ

ニット化された施設では最低基準の 3: 1では十

分なケアが提供できず、 2 1は必要で、あると言

われることが多いが、こうした数の議論に終始す

るのではなく、組織としての職員体制や各職員の

質を含めた議論が必要である。

流れ作業的なケアを基本とする従来型の施設と

は違い、個室化・ユニット化した施設では、職員

が自分で考え、行動することが求められ、職員の

資質がこれまで以上に関われるものとなる。個室

化・ユニット化した施設では、施設・設備などの

ハード面と介護体制などのソフト面が「車の両輪j

として機能しなければ、十分な効果を発揮できな

い。個室化・ユニット化した施設で望まれる介護

を実現するためには、単純に職員数を増やすこと

だけでは望まれる結果は残せない。

①職員の資質

現在の高齢者施設で介護業務に従事する職員

は、医師や看護婦のように資格がなければ職務に

従事できない職業と異なり、介護業務を始めるに

あたり、介護福祉士等の資格取得も、また、介護

サービスを行うために必要な知識や技術を習得す

るための研修受講も義務づけられていない。本項

の前提として、この点に留意する必要がある。

従来型の大規模処遇を行っている施設の場合

は、全員が一斉に同じ介助を行う。例えば、食事

の場合は、食堂誘導→食事配膳→食事介助→下膳

→居室誘導といった一連の流れを一斉に行う。こ

のような流れ作業であれば、資格や経験のない職

員でも、周りの先輩職員の動きを見ょう見まねで

一連の作業を覚え、こなすことは可能であり、こ

のような作業であれば、単純な職員増加により他

の職員の負担感が解消される可能性もある。

介護保険施設における個室化とユニットケアに関する研究 79 

しかし、個室、ユニット化された高齢者施設で

目指すケアは、「介護単位」に高齢者の生活をあ

わせてもらうのではなく、「高齢者の生活にケア

が寄り添う」ことであり、職員が入居者ひとりひ

とりと正面から向き合うことを求められる。

1ユニットを 2、3人の職員で対応することが

多くなるが、そうなると、職員一人ひとりが自分

で考え、行動することが求められる。全員一斉に

作業を行うわけではないので、他の職員と同じ作

業をするだけでは済まされない。

ここでいう職員の資質というのは、介護技術の

専門性はもちろんのこと、入居者のニーズを掘り

下げていくことを考えれば、対人コミュニケーシ

ヨン能力、さらには痴呆症状や加齢に伴う高齢者

特有の身体、精神状態に関する理解も重要と考え

られる。これらの内容を含めた研修制度を整備す

ることが求められるであろう。

②職員配置、ローテーション

個室化、ユニット化した施設では、各生活単位

としてのユニットごとに職員が固定し、生活単位

と介護単位が一致することが望ましい。そのため

に最低限必要な職員配置を行うことが今後必要に

なる。

例えば、 10人x8ユニットのK老健では、 2: 

1の体制で、日中は 1ユニットを常時 3名の職員

が担当する体制にしている。しかし、施設のハー

ド構造や職員の経験年数、常勤・非常勤の割合に

よって、介護単位と生活単位を一致させることは

難しい場合もある。個室化・ユニット化した施設

においても、「生活単位=介護単位」を目指しつ

つ、ユニットごとに数名のスタッフで固定した

「チームJを組むことを基本としつつ、現場のリ

ーダーは複数のユニットごとに配置する体制を組

むなど様々な対応がとられている。
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③その他

ユニットごとに職員が固定し、個々の職員の自

主的・自発的な行動が増えるにつれ、職員聞の情

報の共有化が適切に図られなければ、施設全体と

しての運営に支障をきたす懸念もある。また、日

中の職員体制を厚くするために、夜勤専門の職員

を置いている場合などにおいても同様で、ある。

情報共有のシステムを構築することが重要であ

り、日勤職員と夜勤職員の連携など、各ユニット

ごとの担当職員の情報の共有化はもちろんのこ

と、ユニット間・施設全体の情報の共有化も必要

であり、コンビュータを利用した情報管理や、定

期的なミーテイングの開催など、効果的な方法を

検討する必要がある。

(3) 個室化・ユニット化に関する建築的

検討

ユニットケアの目標は、大規模施設であっても

グル}プホームのような家庭的なケアを行うこと

であるから、あるべき建築形態はおのずとグルー

プホ}ムに近づくと考えられる。個室化を進める

際には共用空間の面積配分に注意する必要があ

る。やみくもに個室化を進めると個室聞をつなぐ

廊下も長くなり入居者も職員も使いにくくなり、

結果的に施設面積が増大し事業者負担が重くなる

という問題がある。無駄な共用空間を見直し、削

減したスペースを個室にまわし、入居者の視点に

立った適正な施設面積の配分を行うことを検討す

る必要がある。以下に高齢者施設の個室化・ユニ

ット化に関する一般的な計画上の留意点および入

居者の生活の質を限られた面積の中で向上させる

ための建築的検討の必要ないくつかの項目を挙げ

た。

①一般的な計画上の留意点

(a)個室

居室は入居者の生活の拠点であると同時に、身

の置き処でもなければならない。入居者が日常的

に使っていた家具や想い出深い小物が持ち込まれ

たり、入り口の扉や窓の開問、灯の点灯などが、

かつての生活で馴染んだ仕方で容易にでき、安心

してそこを自分の空間と感じられるような配慮が

必要である。

個室化に対し、「孤独になる」とか「高齢者は寂

しい」という意見も聞かれるが、建築的工夫をこ

らすことでも、こうした問題の多くは解決できる。

例えば、入居者同士の相性を考慮し、コミュニ

ケーション扉を介し二室連続としても使える居室

を一組ずつ作っておいたりするのも良案であろ

う。こうしておけば、プライパシーを守りつつも、

必要に応じて二人部屋としても使え、夜間個室に

不安を訴える高齢者でも、人の気配を感じられる

ため、安心して就寝できるだろう。

また、プライパシーを守りつつ、共用空間の気

配を感じさせるには、居室入口扉にのぞき窓をつ

けるのではなく、居室の廊下側の壁に書院窓をつ

けることもよい方法であろう。書院窓の障子の開

聞により、入居者はプライパシーあるいは交流に

対する欲求を自ら表現できるし、夕刻になると各

室に灯が点り、そこに浮かぶシルエットを職員は

観察することができる。また、たとえ寝たきりの

高齢者であっても、ベットにいながら共用空間の

アクティビティや人の動きが伝わるため、個室で

ありながら生活の気配を感じることができるから

である。

②便所

各居室にそれぞれ専用のトイレが設置できれ

ば、わざわざポ}タブルトイレを用意しなくても

よく、高齢者の自立を高めるばかりか、介護者の

負担も軽減できる。各居室にトイレを設置できな

い場合であっても、施設においてしばしば見られ



るーカ所に集合化させるのではなく、家庭環境に

近づけて複数箇所に分散してトイレを配置し、居

室やリビングからの移動距離を短くすることが望

ましい。

③共用空間

共用空間を計画する上で重要なポイントは、い

かに家庭的で生活感に満ちたしつらえを施せる

か、という点にある。そのためには、住宅を基本

に据えて考えると良い。それぞれの共用空間が住

宅で言うどこなのか、住宅に置き換えて今一度考

えるべきであろう。室名が上手く出てこない空間

は要注意である。住宅にない、施設的な空間を計

画している危険性があるからだ。廊下についても

必要以上な大空間になっていなし崎、再考する必要

がある。以下、代表的な共用空間に対する考え方

を記す。

( a )台所

共用空間の中心は、台所と食堂である。入居者

にとって、食事の支度や後片付け等の日常生活行

為を継続して行うことは、 ADLを維持するうえ

で重要であり、機能回復訓練を行うことに等しい。

入居者が自由に食事作りや配膳、後片付けに加わ

れるよう配慮したオ}プンな台所計画が望まれる

ため、流しゃ調理台、配膳台の前のスペースには

余裕が必要である。

( b )食堂

食堂空間と食卓まわりは家庭的な雰囲気を作れ

るか否かの鍵を握る重要な空間である。食堂が必

要以上に大きな空間にならないよう、住宅のスケ

ールを逸脱しないように計画しなければならな

い。また照明についても施設的にならぬよう白熱

ベンダント灯等で暖かい雰囲気を出し、天井直付

けの蛍光灯等の使用は控えたい。

( c )座敷・小上り

その他の共用空間としては、皆で集まって寛い
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だり、気の合う人同士が腰を下ろして語らったり

といった様々な場面展開が可能になるように、大

きさや空間の性質の異なるいくつかの場を計画し

たい。ソファや応接セットを置いた居間を計画す

るよりも、中央に炉を切った座敷を計画したり、

浴室近くに畳の小上りを作ったりといったよう

に、高齢者がかつて馴染んだ空間要素を用いるの

も有効であろう。またその場所に腰を下ろした時

の建物内外への視棋のゆくえや視野の広がり、そ

こでの行為を十分計算に入れた計画としたい。

( d )浴室等

これまで施設の浴室は各フロアにーヵ所程度、

日常生活の場から離れたところに大規模な浴室と

して配置される場合がほとんどであった。このた

め、多人数がある一定の時間帯に集中的に入浴す

ることになり、入浴時間帯には脱衣室前の廊下に

入浴待ち行列があふれ、いきおい集団的な「洗浄」

となった。

ユニット内に浴室があり、しかも家庭的ならば、

お風呂に入ったという実感を得ることができる

し、たとえ時聞がかかったとしても、見守りつつ

必要に応じてサポートすることで、個別入浴が可

能となる高齢者は多いのであれば、小規模な浴槽

をユニット内に設置することを考え、次いでこう

した一般浴槽で入浴できない高齢者用の機械浴を

含めた浴室を複数ユニットにーヵ所程度設けるべ

きであろう。また、機械浴であっても浴室、脱衣、

洗濯場も介助のしやすさを十分考慮しながらも、

家庭の雰囲気を損ねないよう計画する必要がある

のは言うまでもない。

( e )職員室

ユニットケアではケアの中心はキッチンや食堂

といった共用空間であり、職員が長時間職員室に

いることは少ない。したがって入居者を監視する

カウンターのような構えや、訪問者を窓口で対応

するような造りは避け、自然な視線介護が可能な
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位置、開口の取り方等に配慮する必要がある。

(4)個室ユニット化に伴う施設面積の

再検討

やみくもに個室化を進めると、個室どうしをつ

なぐ廊下も長くなり、入居者、職員双方にとって

使い勝手が悪くなる。また個室化により際限なく

施設面積が増大することは、事業者の負担が一方

的に重くなり、結果的に個室化を阻害することに

つながりかねない。したがって、個室化ユニット

化した事例を含む、いくつかの特徴的な平面事例

を分析することにより、個室を前提として、無駄

な共用空間を見直し、削減したスペースを個室に

回し、入居者の視点に立った適正な施設面積の配

分を行うにはどのようにすればよいのか考察す

る。

①個室

あるべき個室面積を、居室内で展開される行為

との関連から考察する。まず、起床・睡眠・休息、

介護・看護に限定すると概ね 6畳(IOrrl)が必要

となり、現行の特別養護老人ホームの国庫補助基

準面積(一人あたりの居室面積1O.65m)に近い数

値となる。ただし、この面積では十分な私物を持

ち込むことが難しく、満足のゆく広さが確保され

ているとは言い難い。タンスなどを持ち込むには

8畳 (13.4m)が必要で、あり、この値を個室に求

められる最低基準としたい。この面積があれば各

室に洗面が設置でき、緑を育てたり、歯磨きをし

たり、簡単な洗濯をしたり、部屋の掃除をしたり

と生活に多様性が生まれるからである。さらに、

居室にテーブルやイス、こたつを持ち込み、ベッ

ド以外の居場所で生活を展開させるには16m、さ

らに家族が布団を敷いて宿泊できるには20m近い

面積が必要となる。

ここで重要なのは、個室型であっても四床室タ

イプも、一人当たりの居室+トイレ面積にさほど

大きな違いはない点である。例えば(表8)のな

かで、四床室主体で整備されたF特養と全室個室

のKz特養を比べても、一人当たりの居室+トイ

レ面積には、 O.9mの差しかないことが分かる。ま

た、 32床のうち18床が個室だが(ただしうち 8床

は個室的多床室)、残りの14室は 2-4人部屋と

いうM特養と比べるに至っては、一人当たりの居

室+トイレ面積は14.7ぱと同じ数値である。

こうした結果は実は四床室や個室的な多床室

は、その内部に廊下的スペースが生じるため、思

いのほか面積効率が悪いことと関係している。個

室化はぜいたくだという議論には、例えば4床室

の4倍、そして 2床室の 2倍の面積が個室にある

かのように誤解されているが、実は一人当たりの

床面積で考えると極めてわずかな差だという点が

見落とされている。

②サーキュレーション(動線)

個室として整備しでも多床室として整備しで

も、一人当たりの居室+トイレ面積がさほど変わ

らないのならば、個室化の何が問題なのか。実は、

個室化は、個室自体の問題よりも、個室化に伴い

サーキュレーション(動線)が長くなることが大

問題なのである。サーキュレーションが長くなる

表8 入居者 1人当たりの居室+トイレ面積(ぱ)

盤主
盤臨
席下形式

一人当たり居室+トイレ面積

i Ke Kz Ka M 
全個室ユニット型全個室ユニット型全個室ユニット型全個室ユニット的構成 約芋数個室

中廊下 片廊下 中廊下 中廊下 片廊下一部中廊下

22.4 14.6 14.7 14.3 14.7 
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と、部屋から共用スペースまでの移動距離が増え、

高齢者の移動が困難になるうえ、スタッフの介護

動線も長くなる。そして、施設計画上の観点から

は、廊下面積の増加をもたらすことが最大の問題

である。(図15、16)を比べても分かるように、

単純に個室化すると、居室面積もさることながら、

廊下が長くなり、面積効率が悪くなることが分か

る。とりわけ、長いだけの廊下は単調な移動のた

めだけの空間となりがちで、生活の質の向上には

あまり役立たない。高齢者施設では、全面積の

30%から35%前後が廊下やホールに当てられてい

ると言われているが、一般の住宅で廊下や玄関に

30%から35%前後ものスペースをさく例がないよ

うに、施設のこうした空間が単なる移動のためだ

けの空間であるなら、これほどの効率が悪いこと

はない。長い廊下は、家庭的なスケールを超え、

施設的な印象を強めるため、家庭的な環境を作る

うえでも避けなければならない重要な点である。

対策その 1 ユニット化

図15 一般的な四床室

リビング 四床室 四床室

廊下

四床室 四床室 四床室
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新たに個室型の施設を計画する場合、まずユニ

ット化して計画する必要がある。ユニット化によ

り生活単位が小規模化することで、居室からリビ

ングへの動線が短くなるうえ、ユニット化した場

合、ユニット内のリビングが廊下スペースを兼ね

るため、入居者の生活に資するスペースを広く使

えるからである。(図17)に示す通り、ユニット

化し、リビングを中心とした共用空間をそのユニ

ットの人が使うのであれば、もはやどこまでがリ

ビングでどこまでが廊下なのか議論すること自体

が無意味で、あることがわかるであろう。特に、他

のユニットの入居者がこのユニットを通過しなく

ても、日常生活上の支障がなければ、ユニット内

の共用空間は全てリビングとみなして問題がない

(図18)。一般の家庭と同様、リビングを舞台とし

てさまざまな生活を展開できるユニット構成は、

通路面積を削減し、それを生活関連スペースに置

き換える有効な手法と言える。

対策その 2:廊下幅の検討

図17 ユニットではリビングと
廊下を区別するのは難しい

トイレ・汚物処理室 ヘルパーステーション

図16 個霊化すると居室面積はあまり変わ5なくても、
廊下が長くなり、かつ廊下面積が増加する

リビング 同個室|個室|個室|個室|個室|個室同

廊 下



次いで問題にすべきは、そもそも高齢者施設の

廊下幅の問題である。個室化により増加したサー

キュレーションを単なる通路(移動空間)として

だけでなく、生活行為の舞台として活用するため

には、廊下幅員の考え方についても改める必要が

ある。現状の特養、老健の基準では、両側に居室

の並ぶ中廊下式の場合、車イス 2台と歩行者一人

が同時にすれ違えることを根拠に幅員を2.7mと定

めているが、個室・ユニット化する場合、 1)ユ

ニット化により生活単位が小規模化すれば、ユニ

ットを中心とした生活になり、入居者のサーキュ

レーションも短く、かっ廊下を利用する人数が限

定されるため、すれ違いの頻度が減少すること、

2)個室化した場合、これまで居室にしまえず廊

下に置いていた車椅子を個室内に収納できるため

廊下幅を広く使える、 3)病院に比べてベッドの

移動が頻繁でないこと、 4)火災等緊急時にベッ

ドを移動させる場合についても、逆の方向に避難

させることはあり得ないため、ベッドのすれ違い

は想定しなくて済む、等の理由から、現状の廊下

幅の基準を緩和できる素地が整っていると考えら
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れる。

したがって、個室・ユニット化し、かつ個室前

にアルコーブを設け、人や車イスをアルコ}ブに

図18 ユニットが連結される場合のユニット内における廊下の発生に対する考え方
(左:通過交通がないので、ユニット専用とみなせる。 右:通過交通が発生するためユニット内に廊下面積が含まれる)

Aユニットの入居者は、 Bユニットを通
過しなくてもここから施設内の他の共用
空間にアクセスできるため日常生活上支
障ない

Aユニットの入居者は、 Bユニットを通
過しなくてもここから施設内の他の共用
空間にアクセスできるため日常生活上支
障ない

-}-----I 
Aユニット内
リビングが
廊下として
使われる
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リビング
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行き止まりで、ここから施設内の他の共
用空間にアクセスできない

Bユニットの入居者は、 Aユニットを通
過しなくてもここから施設内の他の共用
空間にアクセスできるため日常生活上支
障ない



寄せることができる部分に限り、

ア) 中廊下1.8m以上

イ) 片廊下1.5m以上

等、廊下幅員の基準を緩和し、入居者の生活の質

に資するスペースに転換することが適切で、あろ

つ。

また、仮に中廊下の有効幅を2.7m→2.1m、片廊

下の有効幅を1.8m→1.5mと緩和した場合、中廊下

部分について、 2.1/2.7= 0.778、つまり22.2%の廊

下面積が減少し、片廊下部分について、1.5/1.8= 

0.8333、つまり 16.7%の廊下面積が減少する。

一般的な特別養護老人ホーム等の高齢者施設に

おける、ホールを除いた廊下等の面積は30%前後

と推計されるため、廊下幅の基準を緩和した場合

の面積削減効果は、

全ての廊下が中廊下の場合で、 0.3x 0.22 =約

6.6% (最大値)

全ての廊下が片廊下の場合で、 0.3x 0.167 =約

5.0% (最大値)

となり(ただし、アルコーブ等に面していない

廊下等については、有効幅を削減できないため実

際にはこれ以下の数値になると考えられる)、最

大で約 6%程度の面積削減効果があると考えられ

る。

(5)その他諸室

入居者の視点に立ち、施設面積を有効に使うに

は、その他諸室についても見直す必要があろう。

例えば、個室ユニット化した場合、他の入居者に

気兼ねなく訪問者と居室で面会できるため、面会

室はもはや必要ない。また、生活自体が機能維持

につながるとするユニットケアの主旨から考える

と、機能回復訓練室についても、大人数が一同に

集う、非日常的な「訓練」ではなく、 OT、PT

が各ユニットを訪問し、より高齢者が日々生活を

行う場において、生活に根ざした個別リハビリを
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行う方がむしろ効果的であるなら、機能回復訓練

のみを目的とした特定の室を設けなくてもよいだ

ろう。また、食事の盛り付けも各ユニットで行う

なら、厨房の配膳室はよりコンパクトなものに変

えられる可能性があるし、ほとんど日常的に使う

ことのない霊安室についても、室として残さなく

ても施設内の共用空間にそれとして使えるスペー

スを確保してあればよいといえる。

個室を前提として、無駄な共用空間を見直し、

削減したスペースを個室に回すことで、極端に大

幅な床面積の増加をせずとも、より質の高い生活

の場を形成することが可能になると考えられる。

5.個室化およびユ=ット化に向けた

改築、改修

前節までは新築時の建築計画が中心となってい

るが、既存施設においては、直ちに建替えを計画

することが困難な施設も少なくない。 1970年代前

半までに建てられた施設は、現在徐々に建替え期

を迎えつつあるが、ゴールドプランのもとに整備

された大量の特養ストックを中心に、直ちに建替

えを計画することの出来ない多くの施設にとっ

て、個室化、ユニット化に向けた居住環境の改善

は困難な課題である。

敷地面積の拡大が困難な場合には、 4人部屋を

二つの個室に改築するなどすることにより、定員

規模の縮小も検討する必要が出てくる。その場合、

必ずしも同一敷地内や隣接敷地ではなく、少々離

れた敷地であっても周辺地域に単体のユニットを

建築し、母体施設にとってのサテライトユニット

として運営してゆく可能性が、今後、是非検討さ

れることが望まれる。このサテライトユニットの

増床分で施設全体の規模を維持しながら、母体施

設の個室化、ユニット化を進める余地が生まれて

くるだろう。こうした展開は小規模な居住ユニッ
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トが地域に分散的に配置されつつ互いに一体的に

運営される、地域ケアモデルの高齢者介護施設と

いう新たな施設形態、新たな地域と施設の関係の

実現にも繋がってゆくことになるだろう。

また、居室以外の改修、改変に関しても、廊下

やホ}ルなど、従来、主として移動空間としてし

か用いられてこなかったサーキュレ}ションスペ

ースを、ユニットごとのまとまりで分節化するこ

とにより、身近な生活スペースに変えてゆくため

の内装改修やインテリア、家具の導入を図ること

などには、徹底度の差は色々であろうが、どの施

設においても工夫可能な課題である。

個々の施設における具体的な改築の可能性や方

法は、極めて個別的であり、一般解をもって示す

ことは困難で、ある。本稿では、個室化、ユニット

化に向けて取組まれた二つの事例を紹介してみた

い。今後、個室化、ユニットケアの実現のために、

改築を検討する施設が数多く出てくることと思わ

れるが、今後、早急に既存改修に関する調査研究

が蓄積されてゆくことが望まれる。

①ユニット化に向けた改修事例

20名x4ユニットから集団規模を10人x8に見

直し、ユニットケアをさらに推進しているK老健

の事例を紹介する。デイルームを兼ねた食堂のま

わりに20名の療養室が配置されていたが、このデ

イルームを改修することで、家庭的な雰囲気と、

各ユニットの個性が感じられる空間を作り上げた

(図19)。

改修にあたり、 a)利用者と職員が身近に感じ

られる家庭的な雰囲気を演出すること、 b)各ユ

ニットの個性と独自性を重んじること、 c)可変

性のあるフレキシブルな形態を採用することとい

う点を重視した。具体的には、 a)については壁

の一部を障子のはめ込みにするなど、見えないま

でも雰囲気を感じられるように設計した。 b)に

ついてはユニットごとに玄関建具のデザインを替

え、各ユニット聞の間仕切りの形態や仕上げ等を

工夫して、 8つのユニットの空間に独自性が生ま

れるようにした。c)については、将来ふたたび、

改修することを想定して、固定式の間仕切りを採

用せず、フレキシブルな簡易パーテーションを採

用している。パーテーションの高さは1.8mとし上

部を開放させたことにより、既存の照明・スプリ

ンクラー等の障害も避けられ、また圧迫感のない

心地良さも生み出している。

キッチン、畳スペースの配置、コンセントの位

置等については住宅の計画のように、各ユニット

の趣向、使い勝手、家具等を調べた上で、各ユニ

ットとの職員と個別の打合せが必要である。各自

しつらえを工夫することが基本的なことであり、

各職員に自覚を促すためにも重要で、ある。

②個室化に向けた改築事例

創設以降24年間、 4回の増改築を通じて個室化

率(定員に対する個室の割合)を10.4%から57.8%

まで伸ばしてきた、 A特別養護老人ホームの事例

を紹介する。

まず、 1回目の工事では、 2人部屋を壁で区切

り準個室化している。カーテンや衝立で区切るこ

とで済ませるのではなく、壁で部屋同士を空間的

に完全に遮断したことが特徴である。このことに

より個室としてのアメニティを保持することがで

き、個室化率は23.4%に増加した。しかし、この

準個室は車イス使用者にとっては狭く、入居者の

ADLの低下に伴い、より広い個室が求められる

ようになった。

2、3回目の工事では 5室ずつ、 4回目の工事

では定員は増やさずに20室、それぞれトイレ付の

洋室を増築している。さらに家族用の宿泊室を作

った。入居者のターミナルケアを視野に入れたも

ので、ターミナルに入った入居者家族に最後の時
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図19 改修前後の平面図

改装前 改装後

.. 

13階・東ウイング雌前輔図
5附' ・・ φ 白 目 13階・東ウイング帥後平岡

聞を一緒に過ごすための空間を提供している。

定員は 3回目の工事以降、増員していない。 4

回の工事を通じて個室化率は57.8%までのびたが、

2人部屋から個室に入居者が移動することで、仕

様は2人部屋等であっても実際は個室として使用

されている部屋も多い、そうしたことも含めると

個室化率はすでに80%を超えているといえる。

A特養では、個室化を進める過程で、入居者を

個室に閉じ込めることになることを懸念する指摘

を受けている。コミュニケ}ション能力、自己判

断能力がある人の中から転室希望をとっているこ

とを説明し事なきを得ているが、このことについ

てA特養では、個室はライフスペースであり寝室

であると解釈している。入居者にとって、 1人で

いたい時は個室でプライベートな時間を持つとい

うことは自然であり、必要で、あり個室はそれを可

能にしている。

6.個室化およびユエット化の整備の

今後の方向性について

本研究において検証し、確認してきたように、

介護保険施設における個室化・ユニットケア導入

の進展によって、今後特別養護老人ホームや老人

保健施設は、今後「介護の場」から「生活の場j

へと大きく変革されてゆくことだろうと思われ

る。しかし、その過程において今回も課題として

挙げた留意点や、本来的な目的を忘れた形だけの

整備が進められる危倶も否定できない。

まず二章で確認した個室化・ユニット化に係る

基本的な考え方に繰り返し立ち返りながら目的を

見失うことなく整備に取り組むことが肝要であ

る。また、ケア介護のあり方と物理的環境整備の

両輪が噛み合わないと、十分な効果が発揮されな
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いという点も十分に銘記すべきである。既存の施

設を使って、ユニットケアへの転換を試みた上で、

新施設の計画に着手するといったプロセスが必要

であろう。
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お詫びと訂正

本誌第10号に誤りがありました。読者の皆様には、

お詫びとともに訂正いたします。

誤りの箇所は、第10号 9頁、図 1です。正しくは以

下のとおりです。
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編集後記

機 関誌 第 11号を発行する運びと なった。編集委員、レフェリー他関係者

の皆様に多 大なるご協力を頂き、心より御礼申し上げたい O

今回、編集委員会の最終決定により採用となった論文は、①「医療用医

薬品の流通 に関する研究 J (井上 正氏)、② fEconomic Evaluation 

of Female Hormone Replacement Therapy for Osteoporosis 

and Fractures in Elderly WomenJ (赤水 尚史氏)、③「革新的医

薬品に対する薬価算定方式として の原価計算方式の妥当性に関する経済分

析 J(中村 洋氏)の 3本である。 いずれも編集委員会およぴレフェリー

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と労作と考える。昨年より医療制度改革議

論が活発に続けられている中で、薬価制度や診療報酬体系のあり方に関す

る議論の参 考資料としてもお役に立てることを期待する。また、残念なが

ら採用には至らなかった 4本の投稿 論 文 も 高 い 水 準 の も の で あ り 、 次 号 以

降への採用 に向けての奮起を期待したい O

医療経済研究機構が行った代表的プロジェクトをまとめて報告する研究

報告では、「介護保険施設における個室化とユニットケアに関する研究J

をとり上げた。本研究報告は、この研究会の座長を勤められた京都大学大

学院工学研 究 科 の 外 山 義教授にお願いした。

介護保険制度導入から 2年が経過し、利用者からの施設志向の高まりが

多く報告されている中で、個室化、ユニットケアの有効性を検証し、多く

のデータによって実証的に“終の棲家"としてふさわしい介護保険施設の

整備の方向性を示している秀作である O 本研究が、介護保険施設の設置・

運営を検討している事業者や、事業 者 を 指 導 す る 立 場 に あ る 都 道 府 県 担 当

者の介護サービスの手引きとして活用されることを期待している。外山教

授のご協力に心より感謝申し上げたい。

編集事務局としては、本機関誌が医療政策議論の参考文献としてお役に

立ち、ヘルスケア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 O

(編集事務局代表 岡部陽二)
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