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巻頭首
3 

不確実性への適正な按資

南部鶴彦*

不確実性の存在の重要性は、経済学者によって昔から強調されてきた。しかし経済学はこれを十分に

分析する術(すべ)を知らず、往々にして不確実性を確実性の等価に置き換えるという安易な方法をと

り、これに正面から取り組むことを怠ってきた。これに対して最近重要性が認識され始めたのが、金融

オプションを応用した理論である。金融オプションとは、株式などを原資産として株式よりも特徴のあ

る金融商品つまりデリパテイヴをつくることである。その典型例がコール(あるいはプット)オプショ

ンで、ある事前に決めた価格(これを行使価格と呼ぶ)より株式が値上がりしたときは差額が利益にな

るが、値下がりしたときはその権利を行使しないで損失はゼロとなるというオプションである。このよ

うな都合のよい商品なので当然これを買うのには適正なフイーを支払わねばならない。この考え方を実

物投資に応用したものがリアル・オプションである。これは将来の不確実性に対しヘッジするには、ど

れだけの投資が合理的になされるべきかを解明する。予想される将来が不確実なときには、今すぐ投資

をするという拙速を避け、慎重に適切な時期を見計らって投資することが必要で、ある。そしてこのよう

な状況では、不確実性を減少させることのできる分だけ、本格的な投資以前に予備的投資を行うことが

合理的となる。つまりこれがコールオプションのフィーに相当する。リアル・オプションのアプローチ

をとればどれだけの投資が事前になされるべきかがモデルを通じて数量的に把握できる。例えば新薬の

開発のケースでは、製品化を行う投資以前に、シーズの開拓、純粋に基礎的な試験研究、治験などのプ

ロセスにどれだけ事前の投資が必要かを理論的に分析することができる。そして将来の不確実性が大き

いほどオプションを持つことの価値が高いことが明確に示される。医療はまさにこのリアル・オプショ

ンのアプローチを応用すべき分野である。医療における不確実性が大きければ大きいほど、予防的に投

資すべき価値は大きくなる。経済社会の高齢化が進むとき、健康で若年層が多い時代に比べ、不確実性

は増大せざるをえない。この視点に立っとき、単なる医療費総額の抑制を目指すような医療改革案は極

めて大きな問題を含むと言わざるを得ない。

* 学習院大学経済学部教授
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論文

手術室の使用効率に関する実証研究

-疾患別原価計算および手術室稼働率の測定一

安田信彦*1 

西村由美子*2 

中西悟志*3 

満武巨裕*4 

医療費の伸びを抑制するために、さまざまな方策やシステムの導入が議論・検討されている。 DRG/PPSのような包括

払い方式が導入されれば、個々の病院は、限られた収入の範囲内で医療の質を確保しつつ診療・経営面の効率を向上させ

なければならない。そのなかでも、手術室の運営効率の実態を把握することは、病院全体の経営効率を把握する上で極め

て重要である。本研究では、東京都内に立地する大学病院をフィールドに、 1997年4月1日から1999年3月31日までの2年
間に行われた手術を対象に、高い頻度で手術が行われた10疾患について手術室の稼働効率および手術頻度の高い症例につ

いての費用の収支分析を行った。分析の結果、手術室の稼働率は77.49%、手術の平均原価比率は48.59%であった。本研

究で用いた原価分析の手法は、原価を低めに評価する傾向にあるが、病院の経営管理上、実用に耐えうるものと考えてい

る。

キーワード:手術室、手術室稼動率、原価分析、原価率、 DRG/PPS、大学附属病院

1 .はじめに

少子高齢社会化への加速を実感するようになっ

て、日本でも将来に向かつての医療費抑制方策が

盛んに議論されるようになった。なかでも、支払

い償還方式にDRG/PPSを導入すべきか否かを巡

っては、政治家や官僚あるいは医療経済学者1)だ

本 1 東京慈恵会医科大学経営管理研究室助教授
* 2 Asia/Pacific Research Center， Stanford University， 

Associate Director 
* 3 日本福祉大学経済学部経済学科助教授
*4 京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程

けではなく、病院(経営者)グループや医学研究

者2)、 3 ) /専門医グループ 4)などが独自のデータ

に基づく独自の研究成果を持ち寄って検討し合っ

ているO

手術窒の使用効率を実証的に明らかにするとい

う本研究の課題設定の背景にも、上述のような状

況への認識がある O 支払い償還方式にDRG/PPS

が導入されれば、個々の病院がとるべき主要な対

応策の一つは、改めて言及するまでもなく、「手

術を伴う入院」の効率的な運営を図ることである。

そのためには、「手術を伴う入院」の収支を、ケ

ースごと、および患者ごとに、正確に把握する必
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要がある。

しかし、仮にこのような問題認識に立たなくて

も、手術室の運営効率が病院の経営効率に及ぼす

影響がきわめて大きいことは論を待たない。なぜ

ならば、急J性期医療を行う病院では、手術窒の稼

働効率がそのまま入院患者数に影響することはも

とより、ひいては外来患者数にも影響を及ぼす。

また、手術と予後のケアの質は患者の入院期間の

長さに影響を与え、病院全体の経営効率に影響す

るO したがって、手術室の運営効率の実態を把握

することは、病院全体の経営効率を把握する上で

きわめて重要である。

本研究では、以上のような問題意識に立ち、東

京都区内に立地する大学付属病院を対象とし、そ

こで独自に採取したデータを用いて手術室の使用

効率を実証的に明らかにすることを試みた。具体

的には、はじめに手術室の実稼働率を分析し、つ

いで手術件数の多い症例について、それぞれの手

術に要する費用の収支を分析した。

2.対象

本研究で使用するためのデータを採取した病院

の概要を表 1に示した。ここで使用したデータは、

研究の対象となった大学病院で1997年 4月1日か

表 1 病院のプロフィール (1997年度)

項目

入院病床数
ICU病床
外来診療部門数
手術室数
年間手術件数
一日平均外来受診者数
一日平均入院患者数
平均在院日数

数値

1，076床

8床
29診療部門
18室

約9，400件

約2，800人
約940人
19.8日

ら1999年 3月31日までの 2年間に実施されたすべ

ての手術18，352件に関するデータである。レセプ

ト請求のための会計記録(電算化されたデータベ

ース)から基本のデータセットを作成し、これに

手術記録など(紙媒体に記録されたもの)各種の

データを合わせて作成した独自のデータセットを

使用して分析を行った。

手術室の稼動効率の分析には全標本データをそ

のまますべて使用しているが、手術の収支分析に

あたっては、 2年間に合計50例以上の手術のあっ

た48疾患の中から、原則として手術件数の多い順

に10疾患を抽出し、さらに、ここから各疾患ごと

に30症例を無作為に抽出して、これを最終的な分

析対象としている O 最終的に収支分析の対象とな

った10疾患の概要については表2に示した。なお、

疾患にもとづく無作為抽出だったので、重症度や

合併症・併発症については統制していなしミ。

表 2 分析対象とした手術

診断名 2年間手術件数* 抽出件数 (抽出率) 主な術式 相関係数

白内障 2.995 30 (1.00%) 超音波乳化吸引 0.96 
慢性副鼻腔炎 641 30 (4.68%) 両内視鏡下鼻内手術 0.92 
子宮筋腫 333 30 (9.01%) 子宮単摘、筋腫核出術 0.75 
胃癌 301 30 (9.97%) 胃全摘、胃亜全摘、幽門側胃切除術 0.93 
胆石症 301 30 (9.97%) 腹腔鏡下胆嚢摘出術、胆摘 0.95 
乳痛 219 30 (13.70%) 非定型乳切、乳房温存術 0.99 
変形性股関節症 114 30 (26.32%) 人工関節置換術、内固定材抜去術 0.94 
急性虫垂炎 107 30 (28.04%) 虫切 0.94 
尿管結石 78 30 (38.46%) 経尿道的尿管結石砕石術、 TUL 0.97 
肺癌 64 30 (46.88%) 肺全摘、肺部分切除、上・中・下葉切除 0.94 

*研究対象期間 0997年4月1日-1999年3月31日)の2年間



3現方法

( 1 )手術室の稼働率

分析の対象となった病院の手術室数、病院の規

程で定められている手術室の定時運営時間数(1

日定時運営時間数)を調査し、研究対象期間の 2

年間で実際に定時手術で手術窒を使用した時間数

(定時手術窒使用時間数)、臨時手術で手術室を使

用した時間数(臨時手術室使用時間数)を手術室

記録より採取した。また、聞き取り調査等によっ

て麻酔法別に、後片付けを含めた準備に要した時

間数(準備時間数)を推計した。このデータを用

いて下記の数式から手術室稼働率を算出した。な

お、分母の計算においては、救急対応の手術室を

24時間年中無休運営として扱った。

定時手術室使用時間数+臨時手術室使用時間数+準備時間数(麻幹法別)
稼働率=

18定時運営時間数x2年間手術室稼動日数x手術室数

(2)手術の収支

本研究では、個々の疾患および患者ごとに手術

の収支を以下の手順によって分析した。

(1)収入に関しては、レセプト請求のための会計

データから、診療報酬点数として請求された手術

料、麻酔料、手術で使用した薬剤料、手術材料料、

輸血用血液料などを金額に換算し、吸入用酸素科

および特定材料料を加え、それぞれ合算して算出

した。

(2)原価については、手術に関する直接・間接の

経費及び補助部門の経費を可能な限り加算して算

出した。

(3) ここでいう直接経費とは、個々の手術または

個々の患者への帰属が明確な費用で、主として人

件費および材料費・薬剤費である。人件費は執刀

医、麻酔医、看護婦それぞれの人数を人件費の単

手術室の使用効率に関する実証研究 7 

価に手術時間を乗じて算出した。ここでいう手術

時間には、手術室での準備・後片付けの時間も含

めているが、医師や看護婦などの担当チームが手

術のために行った打ち合わせや事前/事後のカン

ファレンスの時間などは含まれていない。材料

費・薬剤費はいずれも医事会計システムのデータ

内にある当該患者のデータから算出した。さらに、

診療報酬点数化されていないために、実際には請

求されなかったものについても、その実態を手術

記録の「使用薬剤・材料連絡票」などから抽出し、

支払い償還は受けられなかったが、実際には患者

の治療に使われた費用として、独自に算出して加

算した。

(4)間接経費には施設・設備の減価償却費、光熱

費、管理費などの経費が含まれる。これらについ

ては、病院の財務諸表から算出した全体経費を、

各手術室の占有面積、患者の手術室占有時間など

によって、手術および患者ごとに割り振って算出

した。ただし、内視鏡器材の減価償却費は、正確

な把握が困難だ、ったために加算しなかった。補助

費部門の費用としては、回復窒の経費、事務部門

経費などがあるが、これも年間経費から同様の手

法で患者ごとに割り振って算出して加算した。

なお、この収支計算における原価の算出に際し

て、人件費には賃金センサス(平成 8年度版) 5) 

にもとづく職種別全国平均賃金から算出した各職

種の平均賃金を、薬剤費には薬価を、特定医療用

材料費には公定価格を用い、一般医療材料を含む

その他の費用には対象病院の実際の数値を用い

た。その理由は、以下のとおりである。

第一の理由は、分析の対象が大学病院であるこ

とである。周知のように日本の大学病院では、医

師をはじめとする医療専門職員の人件費が一般労

働市場の水準に比べて低く抑えられていることが

多い。本研究の対象病院も例外ではなく、若い研
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修医をはじめとする医師の多くは、相対的に低い

給与を支給されている O したがって、このような

数値にもとづく算定結果を一般化するのには無理

があるものと判断した。

理由の第二は、医薬品・医療材料などの購入価

格の問題である。周知のように、日本の医療機関

では、これらの実際の購入価格は定価よりも安く、

医療機関ごとにかなりのばらつきがあるといわれ

ている。しかし、個々の医療機関における実態が

どのように異なっているのかについては、具体的

に把握されていない。したがって、研究結果の普

遍性・一般性を維持するために、可能な限り、賃

金センサスのデータや公定価格を用いるべきだと

判断した。

以上のような手順で整理したデータを、以下の

計算式にあてはめて手術の原価を算出した。計算

式およびデータソースを図1にまとめた。

4.結果

( 1 )標本抽出

本研究の対象となった10疾患の手術件数は対象

期間の 2年間で5，153件であった。しかし、実施件

数のもっとも多い白内障の件数が著明に多く

(2，995件)、他の疾患との聞に大きな聞きがあるな

ど、手術件数には症例ごとのばらつきが大きい。

実際の分析対象とした抽出標本および該当疾患の

全数標本の年齢層に基づくヒストグラムが示すよ

うに、患者年齢のばらつきの面で抽出標本は的確

に全数標本を代表しているといえる(図 2~1 l)。

重症度や合併症・併発症のばらつきに関しては、

診療録へのアクセスが困難だったために、詳細な

調査は行わなかったが、診療報酬請求データから

推察すると、極端に重症度が高く、合併症・併発

症が多かったり、重かったり、とは考えにくい。

(2)手術室稼働率

対象の病院には全部で18室の手術室があった。

病院の規定によれば、これらの手術室は、原則と

して終日(月曜日から金曜日まで08:30-17:00)

使用可能であった。しかし、 18室中の 1室だけは

救急対応のための手術室で、これは 1日24時間、

週7日間オープンしていた。これらの諸条件から

求めると、対象期間の 2年間における手術室の稼

働可能時間は全18手術室を合わせて72，216時間で

あった。一方、手術室記録より採取したデータを

集計して求めた実際の稼働時間(準備、後片付け

の時間も含む)は、その 2年間で合計50，616時間

であった。

これらのデータに基づいて、研究対象期間だっ

た1997-1998年度の手術室の稼働率は77.49%、お

よそ 8割であった。

(3)手術の収支

対象となった病院で当該年度に比較的頻度高く

実施された代表的な10疾患の手術に関しては、手

術そのものの収支はいずれでも黒字だった(表3)。

分析した10疾患における手術の原価比率の平均

は48.59%だ、った。つまり、これら10疾患の手術の

原価は、ほとんどの場合に、診療報酬点数による

支払い償還額の50%前後で、あった。原価比率が最

低だ、ったのは、慢性副鼻腔炎の28.66%で、逆に原

価比率が最高だった手術は、変形性股関節症で、

その原価比率は67.82%であった。

なお、本研究で算出された原価は、実数値(研

究対象病院の実際の賃金、薬剤購入価格等)にも

とづいて算出された原価よりも約120%ほど高か

った。
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乳癌手術症例ヒストグラム図6
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慢性副鼻腔炎手術症例ヒストグラム図10
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表 3

診断名 原価(￥)

白内障 136，077:!: 39，395 

慢性副鼻腔炎 92，807:!: 24，221 

子宮筋腫 108，219:!: 22，930 

胃癌 255，821:!: 105，953 

胆石症 148，072:!: 49，395 

乳癌 197，117:!: 82，062 

変形性股関節症 663，356 :!: 656，294 

急性虫垂炎 68，069:!: 28，311 

尿管結石 232，666:!: 88，478 

肺癌 377，905:!: 105，671 

平均

5 .考察

( 1 )手術室稼働率

約1，000床を有する大学病院で77.49%という手

術室稼働率を、高いとみるべきか、あるいは低い

とみるべきかについては、残念ながら論を定める

べき根拠がない。それは判定者の立場によっても、

また、比較検討の対象によっても異なるものと考

えられる O

たとえば米国カリフォルニア州にあるスタンフ

ォード大学病院では、手術室の稼働率はほぼ

100%といわれているが、 1998年度には全33室

(うち I窒はトラウマ・ルーム(外傷治療室)で、

州境をこえた救命救急の緊急要請にいつで、も応じ

られるよう 24時間オーブン) の手術室で年間約

18，000件の手術が行われた注l。これは手術後に入

院を予定する患者の手術の数値だけで、多臓器の

同時移植など日本ではあまり行われていない手術

などを含め、かなり重篤な症例である。このほか

にもスタンフォード大学病院では、年間約10，000

手術室の使用効率に関する実証研究 15 

手術の収支

平均収入(￥) 原価/収入比率(%)

334，187 :!: 97，322 40.72% 

323，805:!: 150，817 28.66% 

220，333:!: 37，298 49.12% 

668，250:!: 217，223 38.28% 

292，746:!: 60，231 50.58% 

393，762:!: 189，037 50.06% 

978，073:!: 1131，347 67.82% 

144，443 :!: 84，224 47.13% 

362，994:!: 171，921 64.10% 

780，089:!: 169，910 48.44% 

48.59% 

数値は平均士標準偏差

件の日帰り手術が実施されているが、この数は上

記の手術件数には含まれていない。単純に実数だ

けを見比べても日米ではかなりの差があることが

わかる。

ところで、この分析結果を次のように読みかえ

ることも可能である。

(1)現在の手術症例のケースミックスなどは変更

しないで、この稼働率を維持すると仮定した場合、

現在の手術件数をこなすために最低必要な手術室

の数は14室あればよい(現在ある18室のうち 4室

は使用しなくてもよい)ことになる。

(2)現在の手術症例のケースミックスなどは変更

しないで、 18室という現状の手術室数をこのまま

維持すると仮定した場合、稼動可能日すべてにつ

いて100%フル稼動させれば、年間で約4，815件の

手術を追加実施できることになる。

以上のような手術室稼働率の分析の結果、研究

対象病院の手術室の使用効率には、理論的に改善

の余地がある。改善のための方策として、 1)手

術件数を増やすことによって空き時間を埋める方
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向で手術室の使用効率をあげるか、あるいは 2) 

現在の手術件数(すなわち手術室を必要とする患

者および手術を実施できる医師の人数)に即して、

逆に手術室の規模を縮小させることで経済効率性

を高めるか、のいずれかであろう。

しかし、病院としての経営効率という観点から

これをみるならば、当然のことではあるが、現在

の手術室の稼働率と現在のケースミックスの結果

生じる病院の収支如何によって結論が分かれるこ

とになるであろう。

(2 )手術の収支

現在の診療報酬点数の下では、手術のパフォー

マンスだけを取り上げて手術室だけの経営収支を

分析すると、ほとんどの症例に関しては収入が原

価を上回って収支は黒字になるようにみえる。こ

れは本研究だけではなく、筆者らが手掛けたほか

の研究でも同様の結果を得ている 6)。しかし、こ

こには分析テクニック上の大きな問題がある。そ

れは、このような算出方法では、もともと診療報

酬点数に十分に組み込まれていなかった要素が計

算から抜け落ちてしまう可能性がある、という問

題である。

その中でも最大の問題は、医師に代表される医

療専門職者の技術料であろう。よく知られている

ように、日本の診療報酬には医師の技術科が別建

てで計上されておらず、いわゆる「技量」は評価

されていなしミ。手術でも外科医・麻酔科医をはじ

め、医療専門職者の人件費は、「手術」という点数

項目に設備・備品あるいは消耗品などとともに包

括されている。筆者らはこれら職員の技術料的な

ものが実体として費用に含まれていると考えてい

る。したがって、このいわば目に見えない経費が

原価費目のーっとして計上されるべきだとの認識

に立っている。しかし、現在の日本には、医師の

技量の評価基準や技術料についてのガイドライン

が存在しないので、本研究の原価計算においては、

医師・看護婦については、それぞれの職種の平均

賃金を手術時間にかけあわせて費用を計上するに

とどまっており、特に手術のための技術料を上乗

せして算出することはしていない。したがって、

本研究で算出した原価は、これらを加算して得ら

れるはずの本来の原価よりも低くなっている。

医療専門職員の人件費に関しては、問題がもう

一点存在する。それは本研究では、データの制約

上(実際の手術に関わる時間だけを採取したの

で)、手術にかかわる事前事後の職員のカンファ

レンスや打ち合わせ、あるいは患者や家族への説

明のために費やす時間などは計上していないこと

である。文書作成をふくめ、手術によっては、こ

のような活動にかなりの時間が費やされているも

のと予測できる。したがって、本研究の原価は本

来の原価より、さらにこの分だけ低くなっている。

医療器材の減価償却費でも、正確なデータの把

握が困難だ、ったために、内視鏡関連器材(光源や

ビデオ)を原価計算に算入しなかった。したがっ

て、診療報酬点数上の加算が設置されているもの

の、内視鏡を高頻度に使用する手術(副鼻腔炎手

術、胆嚢摘出術など)の原価は、本研究では過小

評価されている可能性がある。

さらに、本研究を実施した当時、手術室を収容

していた研究対象病院の建物はかなり古く、建築

物の減価償却費の評価が極端に低かったことも影

響しているものと思われる。

以上のような問題点を考慮すれば、おそらく実

際の手術の原価率は、本研究の結果よりも高くな

る(あるいは高くなるべき)と考えられる。しか

し、本研究で算出した黒字幅から察すると、手術

そのものが実際に赤字になるケースは多くないも

のと予想される O

異なる時期に行ったので、比較することに問題

はあるかもしれないが、参考までに、今回の研究



結果は、 1994年度のデータに基づき、研究対象病

院が独自に別の手法で行った原価分析結果と比較

すると、近似しているが、低めに出ている。なお、

その独自な原価分析方法では、本研究の方法より

も詳細に各費用項目を調査する一方で、、作業量が

多く、例数も限られ、実務的ではない。

ところで、変形性股関節症の結果のばらつきが

極端に大きかった。これは人工股関節置換術以外

の手術や一度に左右両側の人工股関節置換術を行

ったためと推察される。したがって、変形性股関

節症に関しては、重症度等の統制を行わなかった

影響が大きく出たといえる。それにしても、変形

性股関節症の手術の原価率が他の疾患に比べて高

かった。前述の1994年度の詳細な分析結果では、

人工股関節等の費用が人工股関節置換術の原価の

80%以上を占める。このことが変形性股関節症の

原価率を高くしていると考えられる。

慢性副鼻腔炎に関しては、研究対象病院では内

視鏡を用いた手術を行っている。副鼻腔の内視鏡

的手術は、大きい病院で、は普及し始めているが、

一般的とはいえない可能性がある。この点、本研

究での慢性副鼻腔炎の原価率は、一般病院よりも

高い可能性がある。その他の疾患については、一

般的な術式が行われている。

大学病院では、 r~大学式」と命名されるよう

な特有の医療材料が使われることもある。しかし、

本研究に関しては、診療報酬請求データや手術材

料連絡去を調べたかぎり、そのような特有な材料

は、使われていなかったので結果の一般性を損な

う要因にはなっていない。一方で、公定価格が定

められていない医療材料については、研究対象病

院の実際の購入価格を用いたので、その費用の総

費用に占める割合が大きい場合に、分析結果の普

遍性が損なわれる可能性がある。今回の対象とな

った疾患の手術においては、一般的に実際の購入

価格の総費用に占める割合は、 10%未満だ、った。

手術室の使用効率に関する実証研究 17 

しかし、白内障、胆石症、胃癌では、それぞれ、

約50、30、30%だった。

いずれにしても、もしも手術だけを病院全体の

活動から切り離して論じることが許されるなら

ば、本研究の対象となった病院では、もっとも頻

度高く実施されている手術の原価比率がいずれも

かなり低いので、手術室は院内でも収益性の高い

部署となっていることが推定される。ただし、行

われる頻度の低い、つまり件数の少ない手術の収

支が極端に負でないことが条件である。

しかし、実際には病院全体の活動の中で、つま

り入院期間を通して手術を捉える必要がある。他

の研究結果を加味して、手術に伴う入院のことも

含めて考察を進めると、集中治療窒 (ICU)の経

費の問題がある。本研究の課題から外れるので、

ここではあえて詳述することはしないが、 ICUは

現在の診療報酬による支払い償還額では原価をカ

バーするのが極めて困難だといわれている部門の

ひとつである。したがって、手術後にICUで治療

を受ける場合、「手術」で生じた利益が相殺され

る可能性がある。

筆者らの別の研究6)によれば、現在の診療報酬

点数の下では、急性期医療機関における入院部門

の原価率は高く7)、基本的に赤字である O したが

って手術を伴わない治療入院の場合は、一般に入

院当初から、手術を伴う治療入院の場合にも、入

院が長期化すればするだけ、全体治療費の病院に

とっての収支は赤字に傾く構造となっている。も

ちろん、これは通常のいわゆる無差額ベッドの場

合だけで、差額ベッドの場合は逆に、順調に経過

すれば、入院が長期化すればするだけ黒字になる。

実際に、対象病院の独自な分析によれば、無差額

ベッドでは 1日につき約￥5，000、4人床の有差額

ベッド(差額料 1日￥5，000)では約￥1，000の赤

字になっている。

このような入院部門の実情を考え合わせると、
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次のような事実が指摘できる O 現在のわが国の健

康保険制度下での償還方式は、出来高払いを原則

としているが、診療報酬点数制度そのものがもっ

価格統制機能によって、実質的には、 DRG/PPS

のような包括払い制度と同じような機能を有して

いることが考えられる。すなわち、かなりの黒字

幅を保てるはずの「手術」への点数づけと、あら

かじめ赤字に傾くレベルに固定された「入院」へ

の点数づけを組み合わせて設定することによっ

て、現在の診療報酬制度は、出来高払いでありな

がら、包括支払い制度としての要素も併せ持って

いると考えられる O そうであるとすれば、いま

我々が議論すべきは、 DRG/PPS導入の是非ある

いは可能性だけではないことになる。一歩進めて

議論すべきは、ょうやく出揃ってきたデータに基

づき、医療に対する価格設定、すなわち診療報酬

点数の妥当性に関しての、国民の需要および医療

の実態を踏まえた、精轍で実証的な評価であろう。

特に、現行の診療報酬点数を基準にして、仮に日

本版DRG/PPSを導入する場合に、合理的なアプ

ローチといえる。

6.まとめ

本研究では、手術室の使用効率を経営的な観点

から分析するために、東京都内にある大学病院か

ら独自に採取したデータを用いて、 1)手術窒の

稼働率、および2)もっとも頻度高く実施されて

いる上位10症例の収支を、疾患および患者ごとに

算出して検討した。

分析の結果、対象となった病院の手術室の稼働

率は77.49%、この病院で比較的頻繁に実施されて

いる手術の平均原価比率は48.59%である。本研究

で用いた原価分析の手法は、原価を低めに評価す

る傾向にあるが、病院の経営管理上、実用に耐え

うるものと考えられる。
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A Study on Operating Room Utilization 
and Cost 

Nobuhiko Yasuda，M.D.，Ph.D. * 1，Yumiko Nishimura，M.S. * 2 

Satoshi Nakanishi，M.S. * 3，Naohiro Mitsutake，M.S. * 4 

Cost containment of health care costs is an issue in Japan. If a prospective payment 

system such as DRG/PPS is introduced， hospitals will have to make efforts to increase 

clinical and administrative efficiency of providing health care while maintaining qualit手

To achieve this， measuring efficiency of the operating room is essential. In this study， a 

university hospital in the Tokyo municipal area was used as the study field and surgical 

operations performed between April of 1997 and March of 1999 were retrospectively 

investigated. Operating room utilization was analyzed and cost analysis was conducted on 

10 diseases， which were frequently treated surgically at the hospital. Operating room 

utilization was 77.49% and average sales/cost ratio of the 10 diseases was 48.59%. The 

results obtained from our method of analysis may be lower than the actual cost but should 

be sufficient for practical administrative purposes. 

[key wordsJ operating room， operating room utilization， cost analysis， sales/cost ratio， 

DRG/PPS， university hospital 
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研究報告

欧州におけるDRGの展開過程

一フランスを中d心に-

松田晋哉*

増大する医療費をいかにコントロールするかは先進国共通の課題となっている。経済的条件と医療サービスの内容との

整合性を図りながら、医療サービスの質と効率の向上を実現するためには、経済的側面と医療技術的側面の両方を測定で
きる指標が必要であり、そのような指標に基づいた関係者聞の合理的な検討が求められる。アメリカにおいて開発された
DRGはこのような目的にあう評価指標の一つであり、今ではアメリカのみならず他の先進諸国においてもさまざまな形で

利用されている。わが国においてもDRG方式導入の試行調査が平成11年11月より開始され、平成13年4月から民間病院
も加えた新しい段階に入っている。病院管理指標としてのDRGの有用性は確立されているが、それをどのような形で用い
るかについては、各国の医療システムの特質を十分考慮する必要がある。本論文では実地調査を含む 2年間の医療経済研
究機構における研究結果に基づき、欧州、特にフランスにおけるDRGの展開過程を検討し、 DRGの有用性とその一般化の
ための条件を整理することを試みた。その結果、社会保険制度を採用している日本の場合、アメリカのようなマネージド

ケアと組み合わせたDRG/PPSではなく、ヨーロッパ諸国、特にフランスのようにDRGを広義の病院管理指標として予算
制と組み合わせて導入するという選択が、第一段階としては適切であると著者らは結論した。

キーワード:DRG、ヨーロッパ、フランス、社会保険制度

1 .はじめに

増大する医療費をいかにコントロールするかは

先進国共通の課題となっている。しかしながら、

支払い者、患者、サービス提供者間の種々の利害

が複雑に関連する医療の領域において、医療費の

適正化を実現することは容易ではない。特に、わ

が国やドイツ、フランスといった社会保険方式を

採用している固においては、関係者の合議による

意思決定というコンセンサス方式そのものが、皮

肉にも医療制度改革の障害となっている現状があ

る。このような状況下で、経済的条件と医療サー

*産業医科大学医学部公衆衛生学教室教授

ビスの内容との整合性を図りながら、医療サービ

スの質と効率の向上を実現するためには、経済的

側面と医療技術的側面の両方を測定できる指標が

必要であり、そのような指標に基づいた関係者間

の合理的な検討が求められる。アメリカにおいて

開発されたDRGはこのような目的にあう評価指

標の一つであり、今ではアメリカのみならず他の

先進諸国においてもさまざまな形で利用されるよ

うになってきている。図 1はアメリカにおいて開

発されたDRGが、その後どのような変遷をたど

っているかを簡単に示したものである 1)。アメリ

カのYale大学で、開発された最初のDRGは1983年

以件有齢者を対象とした公的医療制度である

Medicareの入院医療費の支払い方式として採用
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図 1 DRGの歴史的発展過程

され (HCFA-DRG)、以後合併症・併発症によ

る分類の精織化や新しい疾病群の追加などを経て

今日に至っている。ここで簡単にHCFA-DRGの

分類ロジックを確認しておくと図 2のようになっ

ている 1)。すなわち、まず23の主要診断カテゴリ

ーMDCに分類した後、外科的処置の有無によっ

て分類し、さらにそれを診療プロセスによって分

類し、最後に年齢、合併症・併発症及び退院形態

で分類するという 4段階から構成されている。続

いて、 NewYork州は高齢者のみならず全患者を

対象としたDRGを3M/Health Information 

System (3M/HIS) と共同で開発し1989年から

支払いへの利用を開始した。これがNY-DRGで

あるが、この分類ではHIV感染及び多重外傷の

MDCと、出生時体重を基準とした新生児の分類、

娘維性嚢胞症、鉛中毒及び18の小児科に関連する

分類、ハイリスク妊娠、気管切開などのDRGが

追加された。 NY-DRG分類は1991年の改定によ

りAP-DRG (All Patient DRG) と名称、を変更し

ている。また、 HCFAも1983年以来集積している

退院データをもとに分類の精織化を行っており、

1170の分類からなるR-DRG (Refined DRG)を

HCFA -DRG ver. 4を基に作成した。この分類で

は年齢、合併症・併発症及ぴ退院形態に基づく第

4レベルでの分類をやめ、資源消費量の多寡を合

併症・併発症により 3段階に区分する仕組みとし

ている。この新しい分類方法は従来のHCFA-

DRGより単純なアルゴリズムを採用しているに

もかかわらず、 R2で見た説明力が50%と高いもの

になっている o AP-DRG及びR-DRGにおける

説明力の改善をうけて、その 2つの考え方を融合

させる形で 3M/HIS社によって開発されたのが

APR -DRG (All Patient Refined DRG)であるO

その基本的な考え方は図 3に示した通りである

が、 MDC及び外科的処置の有無などを基に区分

された基本355分類を疾患の重篤度、死亡の危険

度のそれぞれについて 4段階で区分したものを組

み合わせて分類する構造となっている 1)。

わが国においてもDRG/PPS方式導入の試行調

査が平成11年11月より国立など10病院で開始され



図2 HCFA-DRGの構造
(出典:Fischer， 2000) 

務職機

図3 APR-DRGの構造
(出典:Fischer， 2000) 

欧州におけるDRGの展開過程 23 

死亡危険度に

基づく
4段階のcc



24 医療経済研究 vo1.10 2001 

た。この試行調査については平成12年7月の厚生

省・試行調査検討委員会でその結果が報告されて

いるが、試行前後で平均在院日数や病床利用率に

明確な変化は観察されなかったことから、調査内

容や診断群分類の再検討が必必、要なことが提言され

ている 2ヘ)」O これを受けて次の試行調査においては

①試行病院と同様な機能を有する民間病院等にお

いて「診断群分類をj活舌用しつつ定額払いを伴わな

い形で

の枠組みの見なおしや、②ICD10を基礎とした診

断群分類の再整理などが行われている O 本論文で

以下に説明するように、欧州においてDRG方式

導入の一般化に成功した国に共通する特徴とし

て、導入初期において支払い方式とは切り離して

一般化のための条件を整理したこと、各国の医療

の現状にあった診断群分類を採用あるいは開発し

ていること、及びコーデイングと記録の標準化と

人材を含めたシステム開発を重視したことなどが

あげられる O 今回の試行調査の見なおしは、上記

のような条件を満たすものであり、今後、わが国

のDRG方式はその一般化にむけて大きな一歩を

踏み出すことになると筆者は考えている。

ところで、平成13年6月に出された経済財政諮

問会議の答申では、医療制度改革に関して急性期

医療における包括払いや総枠予算制の導入が盛り

込まれている 3)。その骨子は現行の国民皆保険制

度を前提として、市場主義的な方法を導入するこ

とで関係者間の競争を促進し、医療の効率化と質

の向上を目指そうとしているものであると思われ

るが、これはまさに1990年代にヨーロッパ諸国が

試みた医療制度改革の中心的な課題であった。ヨ

ーロッパ全般の医療制度改革の経緯に関しては、

別報にて改めて論述するとして、本論文では欧州

の医療制度改革におけるDRG方式の位置づけ、

特にわが国の制度と類似点の多いフランスについ

て論述したい。本論文でフランスのDRG導入の

過程について詳細に検討する理由は以下の通りで

ある。

1)フランスはヨーロッパにおいてDRG方式のー

般化に最も成功している国の一つであること。

2)社会保険方式と出来高払い制度というわが国と

類似の制度においてDRGの一般化を行ってい

ること。

3)日本医師会が提示している特定病院系列におけ

る予算制という考え方は、フランスの公的病院

における総枠予算制に類似しており、その財政

方式にDRGを用いるという考え方は、今後の

わが国におけるDRG導入に関して重要な示唆

を与えると考えられること O

本論文では上記の問題意識に基づき、以下フラ

ンスのDRGについて述べた後、他の欧州諸国の

状況を概観し、最後にわが国におけるDRG導入

の課題について論述する。

2.フランスにおけるDRG方式

(1) DRG方式の開発体制

フランスでは1982年のDRG(フランス言昔では

GHM)導入実験開始以来、その一般化のために

徐々に関連組織を整備してきた。しかしながら、

この整備の過程は最初から整合性のある理念のも

とで行われてきたわけではない。むしろ、 fC3) 

GHM導入の経緯」で述べるように、その時々の

政治的・経済的環境に大きく影響されながらも、

数次の社会実験を経て、その開発の方向性に関す

る合意形成が徐々になされてきた過程であったと

いえる。 GHM(DRG) をもとに病院における医

療活動を情報化するシステムをフランス語では

PMSI (Projet Medicalisation du S戸時me

d'Informatisation :情報システム医療化計画)と

呼んでいるが、このPMSIの中心的役割を果たし



てきたのが保健省のPMSI部局 (MissionPMSI) 

である。図 4は現在のフランスにおけるPMSIの

関連組織を示したものである。以下、その役割に

ついて簡単に説明する。

(l)Mission PMSI保健省PMSI部局:フランスの

PMSIに関する責任部局であり、 PMSIに関す

るすべての事項について統括している。

(2)PERNNS (Pole d'expertise et de reference 

national des nomenclatures de sante) 医療用

語全国基準・査定センター:1992年に保健省と

AUNIS (後述)との契約により創設された組

織でPMSIに必要なツール (GHM分類、 CdAM

などの診療行為分類など)の開発を行っている。

インターネットや電話、あるいはF必Eなどによ

り病院のPMSI関係者の疑問などに答えること

で日常業務を支援する役割も持っている。職員

は常勤及び非常勤の専門職であるが、大部分の

職員の所属は出向元の病院にあり、給与は各病

院から出ている。また、 PERNNSの運営費用

については、保健省とリヨン病院連合の契約に

より、後者の予算から出されている。

(3)AUNIS (Association des Utilisateurs de 

Nomenclatures Nationales et Internationales 

de Sante)国際・国内医療用語使用者協会:病

院における疾病分類や医療用語の使用について

検討する目的で結成された非営利の社団法人

で、 PMSIの基本となる分類手法の内容につい

ても、種々の分析結果を基に検討している。

PERNNSはこのAUNISに参加しており、そこ

での議論を基にGHMの精椴化などを行ってい

る。

(4)CTIP (Centre de Traitement de l'Information 

du PMSI) PMSI情報分析センター:PERNNS 

によって開発されたGHM分類に基くグルーパ

ーソフトやフランス版のMinimumData Set 

(MDS)であるRSS(あるいはRSA)を作成す
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るソフトなどPMSIに必要なすべての基本ソフ

トの開発を担当している技術センターである。

パリ第VI大学に併設されており、所長はパリ大

学病院から出向している医療情報を専門とする

医師 (M.Bensadon)で、その他常勤・非常勤

の統計専門家・情報専門家が勤務している。業

務としては、 PMSI関連のデータ分析も行って

いる。

(5)Centre de Gestion Scientifique de l'Ecole des 

Mines . Centre de Recherche en Gestion de 

l'Ecole Polytechnique国立鉱山学校経営研究

所・国立理工学校経営研究所:これら 2つの組

織ではPMSIを用いた外部管理(地方病院庁に

おける施設に対する支払額の調整)や各施設に

おける内部管理活動の基礎となる会計手法の開

発や後述の全国費用表の作成及び分析などが行

われている。

(6)ENSP (Ecole Natonale de la Sante Publique) 

国立公衆衛生大学校:公的病院において病院長

になるもの及ぴ管理にあたるものはENSPにお

いて 3年間の教育を受けなければならない。こ

の教育においてはPMSI及び管理会計などの授

業及び現場実習に多くの時聞が割かれている。

このようなトレーニングを受けたものが病院管

理を担当していることが、 1996年以降PMSIが

急速に一般化した重要な要因であるといえる。

また、政府当局(中央・地方)でPMSI関連の

業務に携わる医系技官(公衆衛生監督医MIS)

と社会保健活動監督官IASSもENSPにおけるト

レーニングを受けた者である。さらに、 ENSP

では病院の情報部門DIMの担当医師を対象とし

た生涯教育も行っている。

(7)DIM (Division d'Information Medicale)医療

情報部門:病院においてPMSIを担当している

のがDIMである。 DIMの責任者は大学医学部

で定められた研修を受けた医師である(現在は
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注 1: ARHはCRAMとDRASSの出向者が主体と
なって組織されている。詳細は本文参照。

疾病分類や医学用語に関する検討



公衆衛生専門医がなるケースが増えている)。

DIMでは院内の各診療科から提出される退院票

をもとにコーデイングが行われ、政府当局への

提出書類 (RSA)が作成される。後述のように

医師が責任者であるDIMにおいてPMSI関連情

報が集中的に管理されるシステムが確立された

ことで、医師の守秘義務の問題が解決したこと

が、フランスにおけるGHM.PMSI一般化の重

要な要因のーっとされている。

(8)CNAMTS (Caisse Nationale d'Assurence 

Maladie des Travailleurs Salaries)全国被用

者疾病金庫:被用者及びその家族を対象とした

疾病金庫でフランス国民の約80%をカバーして

いる。疾病金庫はPMSIに関連する社会実験の

費用を分担し、また地方レベルで、は地方病院庁

ARHを介してPMSIに基づいた病院との予算交

渉などを行なっている。また、私的病院におけ

るコストデータ作成の社会実験に関しては、デ

ータの収集・分析も行っている。さらにPMSI

のデータの質管理のためにDRASSやDDASSの

公衆衛生監督医などとともに施設の監査も行っ

ている。

(9)DRASS . DDASS (Direction Regionale des 

Affaires. Sanitaires et Sociales . Direction 

Departmentale des Affaires Sanitaires et 

Sociales)地方社会保健衛生局・県社会保健衛

生局:保健省の地方レベル・県レベルの出先機

関で、公衆衛生行政、特に保健医療計画の策定

や情報関連業務、保健医療施設の監督・監査な

どを行っている。公的病院サービス参加病院か

ら提出されるPMSI関連資料はまずDRASSに送

られデータの正確性の確認やISA指数(相対係

数;後述)の割り当てなどがMAHOSというコ

ンビューターソフトを用いて行われる。妥当性

が確認され、集計されたデータは保健省で分析

された後、 DRASS及び地方病院庁ARHに送ら
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れる。 DRASS及びDDASSはARHに職員をi欣

遣することで、当該地方の病院の予算及び 1日

当たり費用額の交渉に参加する。また、 CN品在

の顧問医と共同でPMSIデータの質の監督にも

あたっている。

(10)ARH (Agence Regionale d'Hospitalisation) 

地方病院庁:地方レベルで病院医療に関する財

政を担当する独立行政法人で、保健担当大臣に

より任命された長官と、 CRAM (Caisse 

Regionale d'Assurance Maladie:地方疾病金庫)

とDRASS. DDASSからの出向者により構成さ

れている。 PMSIのデータを基に管轄地方内の

病院との総枠予算及び 1日当たり費用額の交渉

や、地方保健医療計画に基づいた施設の適性配

置などを担当している。

以上がフランスにおける主なPMSI関連組織で

あるが、開発のコアとなっているのはMission

PMSIとPERNNS及びCTIPが、保健省の内部組

織であるMissionPMSIで方針及びフォーマット

を定め、他の 2つの技術的な組織がPMSIに必要

なツールを独占的に開発する体制となっている。

また、病院におけるPMSIの運用がスムーズに行

くためには、それに習熟した現場スタッフが必要

であるが、事務側についてはENSPで、 DIM担当

医師については大学医学部で体系的に育成するシ

ステムとなっている。このようにフランスにおけ

るDRG開発体制は非常に中央集権的なシステム

となっているが、その一方でアウトソーシングが

広く行われている点も特徴的である。例えば、

PERNNSもCTIPも保健省MissionPMSIの職員で

はなく、リヨン病院連合やその他の公立病院ある

いはパリ大学などとの契約により、職員をそれら

の組織から出向させる形で運営されている。また、

管理会計方式の開発などは国立鉱山学校などの教

育・研究機関に委託している O このような形式は
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限られた財源で効率的に事業を運営することを可

能にし、また開発及び運営における情報の透明性

を高めることに役立つている O

(2 )現行のPMSIシステム

ここでは現在のPMSIのシステムについて、全

国費用調査対象施設の例をもとに解説する。まず、

現行のフランスにおけるGHM利用目的はアメリ

カにおけるDRG利用目的とは異なっていること

を理解しておく必要が有る。すなわち、フランス

ではPMSIに基づいた情報を用いて総枠予算額を

決定することと各施設の内部管理での使用を目的

としている。具体的なシステムの説明に入る前に

フランスのPMSIにおける用語について説明して

おく O

①PMSIに関連する用語の説明

(a)診療科要約票 (resumed'unite medicale : 

RUM) 

短期入院患者が診療科から退院する際に、

入院期間や適用料金と関係なく、各診療科の

医師が作成し、以下の情報が記載される(表

1)。

主要診断ひとつ(必須入院終了時に、

「主要な医療・看護努力を動員する原因とな

った」と考えられる診断。

11.付随診断(存在する場合、 1~99項目まで

可二次的診断。治療負担を増加させた併

発病因(既往歴、慢性疾患)、主要疾患やそ

の治療に伴う合併症など。

iii.診断行為あるいは治療行為 (1~99項目ま

で可医療行為カタログ (CdAM)に記載

された「分類行為」のみ必須。しかし診療分

野によっては、分類行為以外も対象とするこ

とは有益だと考えられる。(臨床医が自らの

活動分析を行ったり、分類対象の行為を定期

的に見直してGHM分類方法を改良するため

に役立つ0)

(b)標準化退院時要約票 (resumede sortie 

standardise : RSS) 

RSSは、 1人の患者が l回の入院時に連続

して受療した内科、外科、産科の一つあるい

は複数部門のRUMをまとめたものである。ア

メリカのDRGシステムにおけるMinimum

Data Setをf莫して作成されたものである O 患

者が入院期間中にひとつの診療科でしか受療

しなかった場合は、 RSSにはその科のRUMの

情報だけが含まれ、 RSSはRUMと等価になる。

患者が同じ入院期間中に異なる診療科で受療

した場合は、多診療科入院となり、各RUMが

受療した順にRSSにまとめられる。具体的手

続きについては③GHM分類のアルゴリズムに

記載した。

(c)匿名化退院時要約票 (r己sumede sortie 

anonyme : RSA) 

RSAはRSSの情報から氏名や入院月日・退

院月日(代わりに入院期間が情報として記載

される)及び郵便番号(代わりにより広域の

地区番号が記載される)等が除かれて、個人

の特定ができないようにしたものである。フ

ランスにおいては個人情報の保護規定が厳し

く適用されているため、このような処理が病

院内の医療情報部DIMにおいて行なわれる O

(d)総合活動指数(indicesynthetique d'activite : 

ISA) 

全国から抽出したボランティア施設、公立

病院、公的病院サービス参加病院 (PSPH)の

医療経済データを基に、各GHMのコストが求

められており、これを普通分娩を1000点とし

て相対化したものがISAである。アメリカの

DRGにおける相対係数と同じ概念である。



表 1

医療・社会施設の全国ファイルNo.

RUMのパージョンNo.

RSS認識番号

生年月日

性別

診療科番号

入院日

入院方法

移動冗(入院方法が移動又は移送の場合)

退院日

退院方法

移動先(退院方法が移動又は移送の場合)

24時間未満の入院

過去30日以内の入院

住所の郵便番号

出生時体重(グラム)

療法回数

専用区域

本RUM内の不随診断数

本RUM内の行為数

主要診断

蘇生科、集中治療における重症度の指数

専用区域

付随診断No.1

付随診断NO.n(99まで)

行為No.1

-・・・・

付随行為NO.n(99まで)

②RSSの作成手順

図 5はPMSIにおける情報の流れを示したもの

である O まず、各入院ごとに各診療部門でRUM

が主治医により作成される。各RUMは医療情報

部門に提出され、そこでRSSが作成される O

RUMをコード化するのには国際疾病分類ICDと

医療行為カタログCdAMの二つが用いられる O
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RUMの項目

1 -9 9 

10-12 3 

13-19 7 削除

20-27 8 削除

28 

29-32 4 削除

33-40 8 削除

41 1 

42 1 

43-50 8 退院

51 1 

52 l 

53 1 

54 1 

55-59 5 

60-63 4 

64-65 2 

66-69 4 

70-71 2 

72-73 2 

74-79 6 

80-82 3 

83-85 3 

6 

…X6 

6 

4 

…X4 

4 

CdAMは1985年に最初のものが保健省病院局内に

設置された専門委員会で作成された後、随時改定

されてきている(現在、この改定はPERNNSに

よって行われている)。医療行為の記載の際には、

CdAMにしたがった医療行為コードの記載、医療

行為の名称、 ICR(相対コスト係数;後述)、そ

してGHMの分類に用いられる医療行為の場合に
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病院

図5 フランスにおけるGHMの利用方式

性、年齢、主要診断名、
合併症、医療行為、
在院期間、 DRG、等



はYを記入することとなっている。 CdAMには次

の二つの役割がある。まず第一のものは患者が入

院中に行われた医療行為を同定することである O

そして、第二のものは当該医療行為を行うのに要

した資源量をICRによって示すことである。なお、

このICRはIAM医療行為指数、 IAS看護活動指数、

ICRM医療材料消費指数の 3っから計算される O

CdAMは α領域(診断及び治療行為)、 F領域

(麻酔行為)、 y領域(画像領域)、 μ領域(放射

線治療領域)、 ω領域(救急蘇生領域)の 5領域

に区分されており、各領域ごとに医療行為カタロ

グが官報により公表されている (CdAMの例につ

いて表 2に示した)。医学の発展に応じてCdAM

及ぴICRの改定作業が必要となるが、これらはす

べて前述のPERNNSで行われている。 ICDに関

してはICDlOが、 1996年 1月からは全国の参照コ

スト調査対象病院のすべて、 1997年 1月からは全

病院で使用されている。

③GHM分類のアルゴリズム

図6はフランスにおけるGHM分類のアルゴリ

ズムを示したものであるo HCFA-DRGにおける

分類ロジックとほぼ同ーの仕組みとなっている。

以下、その流れを簡単に説明する。

①在院期間による分類:24時間以内の入院である

か否か→24時間以内の入院であればCM24に分

類される。

②24時間以内の入院である場合は、 RSSに記載の

ある23の主要診断 (CMD) に基づいて分類さ

れる。この場合、以下のようなアルゴリズムに

よって主要診断が決定される。

③ただ一つのRUMである場合はそれがRSSにな

るため、そこに記載のある主要診断がRSSの主

要診断となる。

④複数のRUMがある場合は以下のアルゴリズム

によって主要診断を決定する。
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i .外科的処置を含むRUMが一つである場合、

そのRUMの主要診断が当該RSSの主要診断

となる。

11.外科的処置を含むRUMがなく、複数の

RUMがある場合、最も在院期間の長いRUM

の主要診断が当該RSSの主要診断となる。

五i.同じ在院期間のRUMが複数ある場合には、

最も最近のRUMの主要診断が当該RSSの主

要診断となる O

⑤各RSSにおいて外科的処置が行われているか否

かによって区分する O その際GHM分類に使用

される医療行為コードを示すYの記載の有無が

まず参照される。 GHM分類に使用される医療

行為がある場合は、当該入院は「外科的GHMJ

に区分される。一方、そのような医療行為が無

い場合は「内科的GHMJに区分される。

⑥合併症・関連疾患 (CMA)の有無及び年齢区

分による分類:あるケースミックスにおいて、

その75%以上の症例で入院期間を24時間以上延

長させる合併症・関連疾患がある場合、それが

GHM分類に用いられる o CMAの分類は

PERNNSによって行われている。また、ケー

スミックスによっては年齢区分もGHM分類に

使用される。

⑦分類過程において以下のような例はCM90(分

類の誤りあるいは分類不能)に区分される。こ

こでは 3種類の分類の誤りが区分される。

i .900 : RSSにおける医学情報以外の記載の誤

り

ii .902 : ICDにない主要診断名や主要診断にな

り得ない記載のような不適切な診断

五i.903:主要診断の無いRSSのような医学情報

の誤り

以上のような各GHMへの割付は各施設の病院

情報部門DIMにあるグルーパーソフトによって自

動的に行われる O フランスにおける最初のグルー
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表 2 CdAMIこ対応するICRの例 (α領域のみ)

CdAM (Catalogue des Actes Medicaux)診療行為カタログ ICR (相対コスト指数)

病床における標準的脳波測定

末梢神経及び神経節の経皮的バイオプシー

末梢神経及び神経節のオープンバイオプシー

良性疾患に対する胃全摘術

胃内視鏡によるポリベクトミー

バイオプシーを行わない胃内視鏡検査

バイオプシーを伴う胃内視鏡検査

バイオプシーを行わない大腸内視鏡検査

バイオプシーを伴う大腸内視鏡検査

急性虫垂炎における虫垂切除術

外痔核の処置

腎移植術

経直腸前立腺超音波検査

前立腺の外科的摘出

妊娠の確認及び経過観察のための超音波検査

子宮内掻把術による人工妊娠中絶

血液ガス検査

スパイロメトリー

気管支内視鏡検査

気管切除術

胸腺切除術

心電図測定(12誘導)

負荷心電図測定

末梢穿刺による心血管・肺循の造影

カテーテル使用による右心室造影

カテーテル使用による左心室造影

大動脈管閉鎖術

バルーンカテーテルによる僧帽弁切開術

バルーンカテーテルによる大動脈弁切開術

心膜穿刺

心臓移植

股関節滑膜部分切除術

股関節置換術

乳房の経皮的バイオプシー

片側乳房全切除術(リンパ節郭清なし)

0

2

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

5

Y

6

Y

4

1

Y

Y

Y

6

1

9

Y

Y

Y

Y

Y

O

Y

Y

Y

7

Y
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図6 フランスのDRGにおける分類アルゴリズム

パーソフトはYale大学の開発したものを参考に国

立病院施設センターCNEH(現在はCTIP)によ

って開発された。しかし、 1989年からは病院情報

に関する市場の発展を促すために、民間の情報関

連企業がその開発を競う方式が採用されている。

この際、開発者によって分類手法が異なると、本

来の目的である施設問の比較等が公正に行われな

くなるため、保健省病院局は以下の点について標

準をさだめ、それを開発者が遵守することを義務

イ七している。

q分類アルゴリズムとGHMの分類表

②複数のRUMから構成されるRSSにおいて主要

診断を決定しGHMに分類していくグルーパー

機能のプログラム

④GHMによる参照費用の算出

次に全国費用表作成参加施設におけるコストデ

ータ作成の過程を説明する。標本病院となるため

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

には管理会計手法の十分な経験等の基準を満たし

ていることが求められるが、参加に関しては何ら

強制的なものはなく、各施設の自主的な参加が前

提となる O ただし、参加施設に対しては総枠予算

とは別に、財政面での補助が提供される。対象施

設におけるMCO(内科、外科、産婦人科の略:

以下同様)領域における入院の費用の計算は以下

の手順で行われる。

①標本調査の対象施設は各MCO入院に対して以

下の費用を提示する。

-患者に直接配分する費用:義手・義足、イン

プラント、高額医療材料、血液製剤、高額医

薬品、外部での医療

・入院中に行われた各医療サービスの経済的ウ

ェイト (ICR、B、ω)

・入院中に利用した病棟ごとの日数

②各施設は同時に、各臨床部門及び検査部門に業

務にかかる直接費用を計算する:医療職の給
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与、看護職の給与、その他の職員の給与など。

これにより各部門によって提供される以下のよ

うなサービス単位の費用が算出できる:画像診

断のICR、ブロックのICR、麻酔科のICR、機

能訓練のICR、生物学的検査におけるICRなど。

③各施設はロジスティック部門(洗濯・リネン、

給食、管理部門)及び施設構造(建築物の減価

償却、金融費用、建築物の維持費など)に配賦

する費用についても決定する O

④病院の入院費用は入院に関連する以下の各費用

を合計することで得られる。

-患者に直接関連する費用

.医療行為の費用

・異なる診療科における人涜に要した費用

・給食、洗濯・リネン類、管理費用

-建築物に係る費用

次に、コスト計算の具体的手続きについて以下

の仮想例によって説明する。

入院費用の計算例(仮想例Y氏の場合)

①自宅で転倒して手首を骨折したY氏が、入院中

に以下の医療行為を提供されたとする。

-救急部門を 1日利用

-次いで外科部門に移され2日間入院

-手首骨折の外科的治療(外科ICR30ポイン

ト、麻酔科ICR50ポイント)

. B850ポイントの生物学的検査

. ICR6ポイントの放射線科学的検査

.1500フラン分の薬剤を消費

-他の施設におけるCT検査。その価格は1000

フラン

②当該年度の施設の活動概況は以下の通りであっ

たとする 0

・救急部門:延べ1000日分の利用が有り、その

費用は800，000フラン。すなわち、 1日当た

り800フラン。

-外科部門:延べ3000日分の利用が有り、その

費用は 3百万フラン。すなわち、 1日当たり

1000フラン O

-外科的医療行為については125，000ICRあり、

その費用は10百万フラン。すなわち、lICR

当たり80フラン。

・麻酔については150，000ICRあり、その費用は

7.5百万フランであった。すなわち、 1ICR当

たり50フラン。

-放射線科については200，000ICRあり、その費

用は10百万フランであった。すなわち、 I

ICR当たり50フランO

-検査については2.5百万Bあり、その費用は 3

百万フランであった。すなわち、 1B当たり

1.20フラン。

.MCO部門においては延べ20，000日の入院が有

り、

a.洗濯・リネン類の費用 1百万フランで l

日当たり50フランO

b.給食費用1.5百万フランで 1日当たり 75

フラン。

c.その他の管理費用 5百万フランで 1日当

たり250フランO

d.建築物に係る費用 2百万フランで 1日当

たり 100フラン。

③以上のデータを基にY氏の入院費用は以下のよ

うに計算される。

800 (救急部門) x 1 (日) + 1000 (外科部

門) x 2 (日) + 80 (外科ICR単位費用) x 

30+50(麻酔ICR単位費用) x 50 + 1.20 (検

査B単位費用) x850+50(放射線科ICR単位

費用) x 6 + 1500 (消費医薬品) + 1000 (他

施設CT利用費) + (50 (MC01日入院当たり

リネン費用) + 75 (MC01日入院当たり給食費

用) + 250 (MC01日入院当たりその他管理費

用) + 100 (MCO 1日入院当たり建築物関連費



用)) x 3 (日) = 12，945フラン

このデータが当該GHM317 (滑液嚢胞以外の

手及び手関節の手術)のコストデータとして報告

されることになる O 各施設から提出されたGHM

単位でのコストデータは保健省によって収集され

た後、国立鉱山学校の経営研究所などで分析され、

全国費用表として公表される。この全国費用表に

おいては各GHMの費用が「合併症の無い経腫分

娩 GHM540Jを1000点とした相対係数として示

されている O すなわち、 GHMiの相対係数=

1000 x (当該GHMの費用の中央値-=-GHM540 

の費用の中央値)となる。例えば、上記の

GHM317はISA指数684となっている。

⑤PMSIの結果を用いた公的病院における総枠予

算の調整システム

1994年にLanguedoc-Roussillonにおいて行わ

れた社会実験によって、 PMSIに基づく医療活動

及び費用の情報を、総枠予算の策定に用いること

の可能性が証明された。これを受けて、 1995年5

月10日付通達及び1995年8月22日付通達によりこ

の手法を全公的病院に一般化することが定められ

た。すべての公的病院サービス参加病院はMCO

に関する医療情報とこれらの医療活動に要した費

用をDRASS地方社会医療局に提出することが義

務づけられた。その報告内容は以下の通りであ

るO

①N年の 3月31日及び9月30日までに、それぞれ

N-l年の下半期及びN年の上半期における

RSAを報告しなければならない。

②N年の 3月31日及び9月30日までに、それぞれ

N-1年の下半期及びN年の上半期における

MCOの入院件数及び(来院患者数+人工妊娠

中絶の件数+外来処置の件数)の合計を報告し

なければならない。

③N年の 3月31日及び9月30日までに、それぞれ
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N-l年の下半期及びN年の上半期における外

来医療に関する報告書を提出しなければならな

し、 O

④N年の 3月31日に、 N-l年おける管理会計報

告を行わなければならない。

⑤N年の 6月30日及び12月31日までに、それぞれ

その前 3カ月におけるRSAについてDIMの医師

が行った内部管理の結果を報告しなければなら

ない。

各病院からDRASSに磁気媒体で提出されたデ

ータはDRASSに備え付けてあるMAHOSと呼ば

れるソフトウェアによって処理される。この

MAHOS はCTIPの前身であるCITI2によって開

発されたものである。 MAHOSの種々の機能によ

ってDRASSでは以下のデータ処理が行われる。

①ISAに基づく当該地方におけるRSAのデータベ

ースの作成

MAHOSは各RSAが最新のグルーパーで分類

されていることを確認した後、 RSAに示された

GHMに対応するISAを割り付ける。

②必要な場合はRSAの修正の要求

MAHOSは各施設のRSAの質に関する内部評

価・外部評価の結果を参考にしながら、提出さ

れたRSAに分類の誤りが有った場合、 ISA合計

得点の修正を行う O

③当該地方における l入院当たりのISAの平均得

点算出

地方全体におけるISA得点合計をRSA総数で

割る。

④提出されたRSAの完全性(当該施設における

RSA数の網羅性)のコントロールと必要に応じ

た修正

MAHOSは各施設から出されるPMSIデータ

の管理指標から当該施設における入院不足数を

計算する。この不足数に当該地方の 1入院当た
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りの平均ISAをかけた値が lISA当たりの費用

の評価に用いられる。この修正は施設レベルで

は行われずDRASSレベルで行われる。

([外来医療の評価

病院における外来医療はNGAPという診療行

為分類(=診療報酬表)で分類されるが、

MAHOSはこれらの外来診療行為の各々にそれ

ぞれのISA得点を割り付ける。この外来医療の

ISA得点も当該地方における lISAの平均費用

算出に用いられる。

⑥当該地方における lISAの得点の計算

各施設から報告されたISA得点の地方での合

計で、各施設から報告されたMCO領域の費用

の地方での合計を割ることにより、当該地方に

おける lISA得点当たりの費用を算出する。

⑦各施設のMCO領域の活動結果に基づく理論的

な総枠給付額の計算

各施設のISA得点合計に⑥で求めた当該地方

における lISAの平均費用をかけることで、各

施設のMCO領域の活動結果に基づく理論的な

総枠給付額を計算する O

⑧過剰給付及び過少給付の評価

⑨予算調整に関するシミュレーション

⑩地方病院庁における交渉と調整

DRASSで処理されたデータは地方病院庁に

送られ、地方病院庁では国民議会で決定された

各地方への病院医療費の配分額上限をふまえた

上で、各施設の総枠予算額を交渉の上調整して

決定する。

図7は以上の過程を単純化して示したものであ

る。

次に、現在わが国でも議論されているフランス

の総枠予算について補足説明する O まず、地方全

体の予算上限については国民議会の議決を基盤に

決定されるが、この基礎資料となるのは前年度の

病院医療活動データである。この資料から公的病

院における入院医療対象人口に関する指標

図7 フランスの地方医療計画におけるGHMの利用方式

地区に

地方医療計画と地域別年間予算総額

GHMに基づく活動報告
(GHMごとの患者数等)

財務報告
(部門別管理会計報告)

当たりの平均費用の算出

当該年度の理論的予算(理論的 1日当たり費用額)に基づく
次年度予算額(1日当たり費用額)の算出と交渉による契約

効率性及び質に問題のある施設は予算配分によって経済的に統廃合が誘導される。



(Popu1ation Hospitalisab1e dans 1e Secteur 

Pub1ic: PHSP)が全国及び地方レベルで作成さ

れ、これをもとに各公的病院セクターの地方予算

額が決定される。地方においては各公的病院サー

ビス参加施設から地方病院庁に提出される施設計

画と前年度の活動報告をもとに総枠予算額が交渉

により決められる。 PMSIの情報に基づいて予算

額を調整するシステムについては既に説明した。

各施設において総枠予算額は収入の約80%を占め

ている。予算は月単位で初級疾病金庫から支払わ

れるが、毎月同額が支払われるわけで、はなく、四

半期ごとの決算結果に基づいて、次の四半期にお

いて過不足が調整されるシステムとなっている O

そのため、法律では疾病金庫からの各月の支払額

を各施設の財政状況に応じて年間総額の 1/24か

ら1/8の間で変えることができる旨が記されて

いる。以上のような調整にも関わらず予算超過、

あるいはその危険性が生じた場合は以下のような

対策が取られる。

①PMSIに基づく活動の再評価:年度末に赤字が

発生することが予想される施設では、医療活動

の内容をISA指数で再評価することで、年度途

中で追加予算を得ることが可能である。すなわ

ち、仮に当該施設の 1ISA指数当たりの平均コ

ストが、例えば重症例を多く扱っているために

地域の他施設の平均より高く、かつ医療サービ

スの質のレベルから見ても問題がない場合、当

該施設は地方病院庁及び保健省との交渉により

追加の予算を年度途中で得ることができる。ま

た、年度当初には予想できなかった地域の健康

水準の大幅な変化(例えば、インフルエンザの

流行など)によって医療活動量が急増したこと

による支出増の場合も追加予算を得ることが可

能である。

②内部留保の取り崩し:フランスの公的病院会計

の費目には「補償のための積立金 (reservede 

欧州におけるDRGの展開過程 37 

compensation) Jという内部留保があり、赤字

が発生した場合にはこれを取り崩して補填を行

つ。

③患者の他部門への誘導:年度末の赤字発生の可

能性が高い場合、入院から外来への誘導、ある

いは他部門(自由開業医部門や私的病院部門、

あるいは社会医療部門)への誘導などが行われ、

これにより予算使用の抑制を図ることもある。

ただし、このような行為により他部門における

医療費が増加するために、部門間の車L牒の元に

なることが少なくない。このような問題の発生

を避けるために、地方レベルで、病院医療と外来

医療の両方の活動をコントロールする新しい組

織の創設が計画されている。

④総枠予算以外の収入の確保:病院は外来医療や

院内の売庖、あるいはカフェテリアの経営とい

った総枠予算以外の収入が20%程度あり、この

収入増を図るための対策も講じられる。また、

病院で使用される医薬品や医療材料については

公定価格はなく、病院と卸あるいはメーカーと

の直接交渉によって価格が決められる。したが

って、赤字発生が見込まれる場合(あるいは見

込まれない場合でも)病院側は、価格交渉によ

ってコスト削減を行うことが要求される。

⑤次年度予算の前倒し:以上のような対策にもか

かわらず赤字発生が避けられない場合には、次

年度予算の前倒しが行われ、施設計画において

活動の削減や施設整備の抑制などが行われるこ

とになる。

⑥PMSI方式の民間病院への展開

フランスにおいては公的病院が総枠予算で給付

されるのに対し、民間病院は 1日当たり費用額で

疾病金庫から給付を受ける(ただし、医師報酬に

ついては自由開業医の枠組みで支払われる)。病

院医療については公的病院と民間病院それぞれに
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ついてONDAM(国レベルの支出目標額)とその

地方配分額が決定されており、各地方における病

院医療費はその上限を超過することはできない

(超過した場合は、次年度における 1日当たり費

用額の減額などの経済的ペナルティが取られる)。

しかしながら、公的病院と私的病院の聞には、給

付のあり方をめぐる不公平感があり、この問題を

解消するために両部門における医療活動を共通の

指標で測定した上で、公平なファイナンスを行う

必要性が強く認識されるようになった。 1995年に

出されたJuppePlanを受けて、 1997年からは民間

病院もPMSIによる活動報告が義務づけられるこ

ととなった。このような資料を整備することによ

り、入院数や平均在院日数、あるいは病床利用率

に加えてISA指数を参考に私的病院の 1日当たり

費用額を設定できるために、公私聞の公平な給付

が地方レベルである程度可能になっている O また、

地方病院計画においては資源の効率的配分を目的

として、医療区内の施設聞における診療科の統廃

合や共同運営(部分的なものも含む)が行われる

ことになっているが、 PMSIに基づくデータを用

いることで地方病院庁による調整が以前より行い

やすくなっている。

ところで、 ISA指数に基いて公私両部門のファ

イナンスを行なっていく上で課題となっているの

が、コスト構造の差である。そのために現在私的

病院を対象にコストを調査する社会実験が行われ

ている。ただし、この調査では医師報酬は分析さ

れておらず、これについては、後述のCCAP(診

療行為共通分類)の開発を待って調整が行われる

ことになっている。そして、この試行調査をもと

に2004年までに公私を問わず全急性期施設を対象

としたDRG/PPS方式がフランスにおいても導入

される予定になっている。

⑦プライバシーの保護

フランスにおいては厳しい個人情報の保護規定

があり、また医師の守秘義務も徹底している。し

たがって、 PMSIにおいて施設内及び各施設から

当局に情報の提出が行われるに際しでも、この個

人情報の保護規定は厳格に適用される。まず、医

師の守秘義務を遵守しながら、施設内における個

人の医療情報の整理を行うために、医師たる責任

者が配属されている医療情報部門がそれを集中的

に行わなければならないことが公衆衛生法典

L.71O.5条に記載されている 4)。すなわち、医師か

ら医師への診療情報の提供という形を取ることで

医師の守秘義務が守られている。そして、各施設

における医療情報の作成と処理については各施設

ごとにCNIL(情報と自由に関する検討委員会)

の意見と同意を前もって求めることが義務づけら

れている。 PMSIのシステムに関する変更を行う

際には、その都度当該施設はCNILの事前の承諾

を得なければならない。各施設から行政当局への

情報の提出にあたっては匿名化が行われ (RSAの

作成)、事後的に第三者がRSAから個人の医療記

録に到達することが防止されるシステムとなって

いる。 RSAの作成は国の所有物であるRSA作成ソ

フト GENRSAによって自動的に行われ、活動年

度の上半期・下半期それぞれにおいて、少なくと

も当該半期終了後 3カ月以内に当局への報告が磁

気媒体で行われることとなっている。また、各施

設においては、最低4年間はRSSの保存が義務づ

けられている。しかしながら、この厳しい個人情

報の保護規定のために、患者のたらい回しなどの

不適切な入院医療などの問題も生じており、今後

の課題となっている(後述)。

(3 )GHM導入の経緯

医療制度の国際比較研究を多く手がけている

Deutsheによると、ある国の医療制度を分析する



際には、歴史的展開過程の分析が重要であるとし

ている 5)。何故ならば、その展開過程を分析する

ことで、単に現行制度を横断的に観察することで

はわからない、制度改革の必然性やその成功や失

敗の要因についての知見が得られることが少なく

ないからである。そこで、本節ではフランスにお

けるDRG(GHM)導入過程について論述する。

フランス政府がGHMに関心を持ったのは比較

的早く、 1979年にはYale大学に最初の調査団が訪

問している。しかしながら、 GHM導入が具体的

な政策課題としてあがってきたのは1981年末で、

1982年の調査団の訪米が実質的な開始時期となっ

ている。「医師の診療における自由Jという伝統

と強い個人主義、そして政権の交代により保健医

療政策が目まぐるしく変わるフランスにおいて、

GHMのような新しい試みが簡単に受け入れられ

ることは難しく、フランスにおけるGHMの発展

は非常に競慢なものであった。しかしながら、左

派と右派との聞の数回にわたる政権の交代にもか

かわらず、 GHM導入の試みは継続され、そして

1996年以降は急速にシステム化されている。以下、

フランスにおけるGHM導入の経緯を、導入期、

停滞期、発展期の 3期に分けて説明する。

①導入期 (1982年~86年)

フランス経済における黄金の1960年代の終罵と

ともに、職域スキームに基本を置くフランスの医

療保険財政は急速に悪化していった。中でも増大

する病院医療費をいかにコントロールするかは政

府及ぴ保険者にとって大きな課題であった。フラ

ンス政府は1970年の病院改革法において医療地図

(わが国の保健医療圏に相当)を導入し、医療圏

ごとに病床数や高額医療機器数を制限すること

で、供給量のコントロールを図った。しかしなが

ら、当時の病院への医療費の支払は 1日当たり費

用額をベースとしたもので、不必要な入院による
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医療費支出を抑制することはできなかった。また、

医療地図による規制は既存の病床には及ばなかっ

たために、既に過剰病床である地区とそれ以外の

地区における医療費支出における地域差が問題と

なった。また、 1984年には病院医療費の急激な増

加を抑制するために、前年度の医療の実績に基づ

いて次年度の年間予算を決めるという総枠予算制

が導入された。しかし、予算の策定に用いられる

指標は平均在院日数や入院数、あるいは病床利用

率などの古典的な指標で、行われた医療の具体的

な内容を反映するものではなく、結果として過去

に多くの予算を消費している施設が将来的にも優

遇されるというシステムになってしまった。また、

このような過去の実績に基づいた予算配分は医療

技術の進歩や当該地域における健康ニーズの変化

に対応するものではなく、活動の硬直化をもたら

すことにもなった。さらに、予算を超過する施設

も数多く、十分な説明のないままに政治的な交渉

により追加の予算がつけられることが少なくなか

った。フランスにおけるGHM導入の動機として

もっとも重要であったのはこのような地域間及び

施設問の不公平の解消及び、病院医療における効

率性の測定であり、 1984年に導入された総枠予算

制の合理的な運営であった。

フランスにおける実質的なGHM導入の試みは

1982年にJ-M Rodrigues教授(現Saint-Etienne 

大学医学部公衆衛生学教授)らがYale大学を訪問

したことに始まる。フランスにおけるGHM導入

時の動きは 4つのフェーズに分けることができ

る。まず、第一のフェーズはGHMという手法を

フランスに導入できるかということに関する技術

的な評価で、これは1983年にFetter教授を招いて

Grenobleなどの病院で行われた。この時、

Grenoble一般病院センターで分類のための参照表

作成と教育ツールの作成が行われ、また、最初の

医療情報部DIMが創設された。第二のフェーズは



40 医療経済研究 vo1.10 2001 

GHMモデルが全国的なデータベースとして適切

であるか否かを評価する社会実験で、在院日数の

バラツキの説明力がどのくらいであるかというこ

とが1984年に検討された。その結果、 HCFA-

DRGによる説明力は30%で(外科領域ではより

高い説明力)、 DRG方式導入はフランスにも可能

であると判断された。第三のフェーズは費用計算

の手法と予算配分モデルのデザインおよび導入に

関する実験である。これは1984年にLyon近郊の

Vienneにおいて行われた。この実験に関連して

1984年10月にPMSIに関する最初の保健省通達が

出されている。 1985年にはアメリカのMinimum

Data Setを参考に RSS(resume de sortie 

standardise :標準退院時要約票)が作成され、退

院記録の標準化が行われた。第四のフェーズはグ

ルーピングのソフトウェアの開発と導入であっ

た。 1985年にJ司M.Rodrigues教授らが再びアメリ

カに赴き、その時点で最新のHCFA-DRG Ver. 

3を入手し、それをもとに最初のグルパーソフト

であるFGVer. 0を作成した。すなわち、フラン

スにおけるケースミックス分類の開発はHCFA-

DRGをほぼ完全にコピーすることから開始され

たのである。

これら一連の杜会実験に要した費用はそれほど

高くなく 300万フランほどであった。フランスが

HCFA-DRGをもとにGHMの開発を行った理由

は、その導入に際して著作権等の問題がなく、ま

た導入費用が安価であったことがあげられる。ま

た、初期にGHMの開発に携わった関係者のイン

タビュー結果によると、導入当初はDRG/PPSへ

の移行はまったく念頭になかったという。すなわ

ち、既に説明したように1984年は従来の 1日当た

り費用額に代わって総枠予算制が公的病院に導入

された年であり、その予算策定をいかに公平かっ

理論的に行うかというのが当時の関係者の関心事

であった。一方、このGHM導入に関しては、そ

の分類がフランスにおける医療の現状を反映して

いるか否かという点について全く検証されていな

いということ、及び病院制度改革にトップダウン

方式で結び付けているということなどから、反対

の声も少なくなかった。しかしながら、この試み

が医師主導のもと、既に情報システムを構築して

いる施設における小規模な試みとして行われたた

めに、関係組織や団体からの大きな反対の動きに

はつながらず、導入実験は1986年まで比較的スム

ーズに展開された。

②停滞期 (1987年......96年)

1986年の選挙で左派政権が敗北したことによ

り、保健医療領域における社会実験のほとんどが

中止されるであろうと予測された。その結果、旧

左派政権下でGHM開発に携わっていた関係者の

ほとんどが政府事業を辞することになった。 J

Ro吋drigues教授によれば、このような政治的状況

のために1986年から1996年の10年間はPMSIにつ

いて徐々にしか整備が進まなかったという O 当時

の状況として情報の透明性を高めることに多くの

医師が反対し、また管理側(病院長)も診療情報

の管理は医師の固有業務であるとして、それが病

院経営に用いられることに強く反対していた。ま

た、常に人材の育成の必要性を過小評価している

状況があった。フランスには約1000の病院が有り、

各病院にそれを運用できるものが2-3人は必要

であり、全体では2000-3000人のトレーニングを

行わなければならなかった。これを怠ったことが

その後のPMSI展開の後れにつながった。また、

1989年にはAP-DRGをフランスに適用する社会

実験も行われたが、 AP-DRGを適用するために

はフランスの医療記録の質は不十分であり、その

導入は困難で、あると結論された。しかしながら、

このような状況にもかかわらず、 GHM導入に閲

する研究と、小規模で、はあるが導入のための社会



実験は継続された。そして、 1991年の病院改革法

によってすべての病院に病院情報部門DIMの創設

が義務づけられたこと、 1987年に創設された

AUNIS及び1992年に創設されたPERNNSにおい

てケースミックス分類の開発が、そしてCTIPに

おいてソフトウェアの開発が行われる体制が、

1990年前後に確立したことで、その後における

PMSI一般化のための基礎が確立された。 1991年

にフランス版の相対係数であるISA指数の計算が

体系化され、 PMSIの総枠予算配分への使用が部

分的に開始された。 1994年にはフランスのPMSI

一般化に関する最も重要な社会実験である

Languedoc -RoussillonにおけるPMSIの一般化

実験が行われた。この社会実験には、同地区の全

MCO短期入院施設 (48の公的病院サービス参加

施設PSPHと55の私的病院:入院総数500，000件)

が参加した。この実験には以下の 5つの目的が有

った。

①PMSI (RSSとGHM)による病院活動の代表性

の実用性に関する研究

②PMSIに基づく活動評価により各施設への資源

配分を行うことの可能性に関する研究 (PSPH

に対する総枠給付と私的病院に対する 1日当た

り費用額)

③PMSIの指標を用いて施設比較を行うことの可

能性に関する研究

④施設とその監督にあたる組織(行政、金庫)と

のコミュニケーションを促進すること

⑤当該地方の関係者が利用できる、地方全体の医

療活動を代表する医療経済データベースを構築

すること

この結果、医療情報及び会計情報を収集し分析

することの技術的可能性が示され、その後の検討

の後、 1996年以降公的病院サービス参加施設にお

いてPMSIの結果を総枠予算額の調整に利用する

システムが確立された。この点についてはすで、に
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述べた。

さらに、この時期に全国費用調査 (Etude

Nationale de Couts : ENC)も開始されている O

保健省病院局は1992年2月28日付け通達で入院費

用に関する全国基準値を、公的病院と公的病院サ

ービス参加病院を標本として策定することを決定

した。そして、①PMSIをベースとした入院情報

のカバー率が95%以上で、あること、②病院管理会

計における十分な経験があること、③各入院につ

いて医療行為のすべてと医薬材料消費量の全体の

把握が可能な情報システムを有していること、の

3条件を満たす病院を対象としてGHMごとに、

ISAを用いた相対費用表(コストデータ)を作成

する社会実験が行われることになった。この事業

は1993年から開始され、初年度は大学病院センタ

ー6施設をはじめとする46の標本病院がリクルー

トされた。

これらの施設から 2種類の情報が収集された。

まず第一に、各入院に関する情報RSAで、どのよ

うな部門で何が行われたのかという情報である。

第二に財政に関する情報で部門別の会計情報が提

出された。しかし実際にはすべての施設から適切

な情報を得ることは難しく、多くの誤りが有るの

が実状であった。そのため、 1993年のデータを元

に1995年に出された全国費用表では22施設のデー

タのみが使用された。

③発展期 (1996年~現在)

1995年のJuppeplanを受けて、 1996年以降新政

府はまったく新しい医療政策を打ち出してきた。

すなわち、医療保障制度に関しては、従来の職域

を基盤とした社会保険制度から税とその他の複数

の財源を基盤とした統一的社会保障システムが模

索されることになった。また、医療行政が地方分

権化され、病院活動が公民ともに地方病院庁

ARHによって統制されるシステムが導入される
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とともに、憲法の改正により医療費総額ONDAM

が国会で議決され、医療費に上限が設定される仕

組みが構築された。そして、このような政策の実

効性を高めるために、医療情報の透明化への積極

的な取り組みが明言され、 GHMの使用、すなわ

ちPMSIのすべての病院における一般化と、認証

制度の導入が決定された。また、 1991年以降の社

会実験の成果を踏まえて、 GHMとともにISA指

数が導入されたことで、施設問のコストパフォー

マンスの比較を行うことが可能となり、 ISA指数

を用いて各施設の予算額を調整する手法が一般化

された。

( 4)GHM一般化の成功要因

1980年代にGHM方式導入の社会実験を開始し

た時点におけるフランスの医療情報システムの状

況は、 GHM導入が容易に行える状況には無かっ

たといえる。その理由としてはまずGHM方式導

入の基礎となる診療情報の標準化がまったくなさ

れていなかったこと(例えば、 ICDは病院医療の

現場ではほとんど使われていなかった)、医師の

診療行為における守秘義務の原則を主たる理由と

して病院情報の透明化に対する強い抵抗感が医療

現場に有ったことなどがあげられる O また、政権

が変わる毎に医療政策が大きく変更されるという

政治体質、さらには多くの画期的な政策が関係者

間の十分な議論を経ないまま提示されるために、

結局は関係者聞の利害の調整がつかず頓挫してし

まうということを操り返してきた歴史から、フラ

ンスにおけるDRGの一般化は非常に難しいと予

想されていた。しかしながら、歴史的経緯でも説

明したように種々の解決すべき課題は多いもの

の、今日フランスはヨーロッパにおいてDRG方

式の一般化に成功した国のーっとなっている。

DRG方式一般化の成功要因についてまとめると

以下のような点があげられる。

①医療活動に関する情報透明化への圧力:情報無

しで病院を効率的に経営することはできないこ

とが関係者に理解されるようになってきたこ

と。さらにこれに社会保障財政の危機という経

済的環境要因及び質への関心の高まりという条

件が重なったことがある。特に汚染血液製剤に

よるエイズ患者発生の事件以来、医療をめぐる

社会的環境が大きく変化し、情報化への弾みが

ついた。

②中央集権的な政治体制 :GHM方式の導入に関

しては、 1980年以来、政権の交代にも関わらず、

その継続が常に支持され、かつ予算もつけられ

てきた。特に1991年の病院改革法以来、政府の

強力なリーダーシップがGHMの一般化に果た

した役割は大きい。フランスの病院医療サービ

スの中核を担う公的病院については国が管理責

任者となっており、中央集権的な政治体制のも

とで、公的病院を中心に一般化が行いやすい条

件にあったことも重要な要因であろう。また、

関係者のインタビューではGHMの導入が法律

で定められた義務であるという点も強調されて

いた。

③DIMの創設:フランスにおいては医師の守秘義

務の規定が非常に重視されており、医師が患者

の情報を他の医師以外に提供することはできな

い。 DIMを創設し、その責任者を医師とするこ

とでこの問題が解決できた。しかも、個人主義

的傾向の強いフランスの医療界において、各施

設に 1個所情報が集中する部門を設けたことで

GHMの一般化が容易になったと考えられる。

また、 1989年にDIMの創設が通達で示されたが、

それを創設する病院には 3年間通常の総枠予算

以外に情報部門設立のための追加の予算がつい

た。このような財政面での誘導も成功要因の一

つである。

④PMSI専属組織の創設:PMSIに関連する専属



の組織としては保健省内のMissionPMSI、

PERNNS及びCTIPがある。 MissionPMSIにお

いてPMSIに関する全体の方向を定め、かっそ

れを広報し、 PERNNS及びCTIPで技術的な事

項を専門的に行うという体制がGHMの一般化

に果たした役割は大きい。また、このような活

動を国立鉱山学校及び国立理工学校の経営研究

所や国立公衆衛生大学校が補佐するシステムを

構築した点も見逃せない。特に国立公衆衛生大

学校における病院長養成課程においてPMSIに

関する教育が体系的に行われたことで、公的病

院におけるPMSIの一般化が実務レベルで容易

になったといえる。

⑤社会実験:フランスにおいてGHMの一般化が

可能となった要因として多くの社会実験を行っ

てきたことも重要である。この社会実験を通し

て、その後の一般化にむけての多くの「教材的

ないし技術的」情報の整理と、関連職種の育成

が行われた。さらに、社会実験を通して、関係

者が経験に基づいた議論を行うことができた点

も、関係者間の合意形成に役立つたと考えられ

る。例えば、 1992年に開始されたGHMに基づ

く費用算出のための標本調査により管理会計方

式にリンクしたPMSIの普及が加速した。また、

1994年に行われたLanguedoc-Roussillonの社会

実験により、公的・私的を問わず全病院を対象

に医療情報をPMSIによって集めることが可能

であること、そして、総枠予算の配分の調整に

PMSIに基づく情報を使用することが可能で、あ

ることが関係者の合意の上に示された。

⑥漸進的な政策運営:フランスのGHM方式は最

初の導入実験から15年をかけて一般化が行われ

たが、多分に偶然の要素はあるものの漸進的な

政策運営が一般化成功の大きな要因となってい

る。特に、導入当初においてDRG/PPSでは

なく、情報の透明化とそれによる施設聞の予算
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配分上の不公平解消が主目的となっていた点は

関係者に比較的スムーズに受け入れられた要因

として重要であると思われる。また、導入初期

において医師が主体となり、主に医学的な観点

から分類の妥当性を検討していった点も関係者

の過度の反発を予防する上で有用で、あったと思

われる。そして、 PMSIの一般化により地域間

格差、施設問格差が明らかになる過程で、必然

的に公私間格差も問題となり、それが長年の課

題であった、公的病院・私的病院を共通の指標

で評価した上で、共通の支払方式を適用する方

向性となり DRG/PPS方式の導入が検討され

るようになったと考えられる。

以上、まとめると、常に保健省がPMSI一般化

のための強いリーダーシップを発揮し、かつ数次

の社会実験の結果を踏まえて、参加病院への追加

予算やPMSIシステムの不備な病院に対する予算

策定上のペナルティを科すというよう財政的な誘

導が行われた点、構造面ではDIM及びPERNNS

を創設したこと、さらには情報の透明化や質への

関心の高まりという社会環境の変化などが相互に

作用してPMSIの一般化が、特に1991年以降加速

したものと考えられる。また、中央集権的な政治

体制がこのような一連の改革を可能にしたといえ

るであろう。

(5)今後の課題

PMSIに関する現在の問題点を列挙すると以下

のようになる。

①ファイナンスベースの標準化

①全国費用表作成標本施設におけるデータの代表

性の改善:現在、全国費用表作成施設の対象と

なっている標本施設は、一定の条件をクリアし

かっ自主的に調査に参加している施設であり、

データの代表性に問題がある。現在、標本対象
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施設数の増加を図るとともに、特殊な施設(例

えばガンに対する化学療法や放射線治療、ある

いは熱傷センターにおける重度熱傷の治療な

ど)についてはそのデータを補正する方法の研

究が行われている。

②管理会計方式の標準化:現在、フランスの公的

病院においては 2種類の管理会計方式が用いら

れている。 1つは全国費用表標本施設における

もので、その他はそれ以外の施設のものである。

全国費用表標本施設においては i) 1入院あた

りの費用の計算を行うこと、 ii)できる限り入

院ごとの直接費用を計算すること、 iii) その

他の費用についてはサービス部門ごとの費用を

基に算出すること(診療部門の 1日当たり費用、

医療技術に対するICR)、iv)運営管理部門

(運営費、輸送費、情報費用など)及び宿泊サ

ービス費用(リネン類、給食)については 1日

当たり費用額へ配賦すること、という原則に基

づいて費用計算が行われている。しかしながら、

例えば 1人の医師が複数部門で勤務した場合、

それをどのように部門ごとに配賦するかといっ

た点は各施設の裁量に任されており、各費用項

目において、医療活動の実績からは説明できな

い差が標本施設問で生じている。しかも、この

差は異なった会計方式を用いている標本施設以

外の施設ではさらに大きいものとなっており、

全国費用表を基に各施設が内部管理を行なう上

で問題となる。さらに、営利民間病院について

は企業会計方式に準じた方式で、個々の施設が

それぞれのやり方で、会計業務を行っており、公

私聞の費用構造の比較を行う上で大きな障害と

なっている。このような問題を解決するために、

現在フランス政府は民間病院と公的病院との費

用構造を共通の会計方式で評価する社会実験

(1999年-2000年)を行っており、 2001年には

共通の費用去を作成する予定となっている O ま

た、 Strasbourg大学病院センターにおいて新し

い管理会計方式の開発が行われているO

③GHM分類の精轍化 :GHM分類の精般化に関し

ては i)同一疾患を日帰り入院で診療した場合

と通常入院で診療した場合の診療報酬上の大き

な差があること(例えば、関節鏡を日帰り入院

で行った場合にはGHM318: 351 ISA指数=

4780.62フランであるのに対し通常入院で、行っ

た場合にはGHM652:652 ISA指数=8880.24フ

ランと4100フランもの差が生ずる)、 ii)救急

部を介して入院に至った症例の場合、複数の重

篤病態が合併している場合が多く、それを単一

のGHMで処理するとかかった費用が十分反映

されない、等といった問題点の解決が求められ

ている。 i)については現在後述のAMBU-

DRGの計画が進行中であり、日帰り入院が適

切に評価される分類の開発が行われている。ま

た、この問題の解決にあたって、費用効果分析

のような医療経済学的な評価も行われるように

なってきている。 ii)についてはAPR-DRG

やPMCのような重篤度に着目した分類の精轍

化(例えば、複数のGHMを割り付けることに

よる病態と要する費用のより正確な把握)が現

在行われている。

④DRG/PPS方式の導入:PMSIに基づく医療活

動の評価が導入されたことで、医療費における

地方間及び施設問格差の解消が徐々にではある

が現在のフランスでは可能となっている。しか

し、その一方で、公的病院と民間病院とをその活

動実績に応じて公平にファイナンスすることの

必要性が議論されるようになってきた。そして、

この問題に対処するためにフランス政府は1999

年 7月27法(統一的疾病保障法 :CMU法)の

中で、今後 5年以内に疾患群別支払方式を公民

すべての病院に適応することを定めた。このた

めに現在病院医療における診療行為分類である



CdAMと自由医師セクターにおける診療行為分

類であるNGAP(民間病院の医師の医療行為も

これにより分類され、報酬を受け取る)とを統

合したCCAP(診療行為共通分類)の開発が進

められている O また、費用の計算についても、

前述のように公的病院と民間病院とを共通の管

理会計方式で評価する社会実験が現在行なわれ

ており、 2001年には共通の全国費用表が公表さ

れることになっている。 DRG/PPS方式が導

入された場合、現在の公的病院セクターにおけ

る総枠給付制度は廃止されることになる O ただ

し、実際にはすべての医療活動がPPSで支払わ

れるわけで、はなく、救急などの公的病院サービ

ス機能についてはこれまでどおり予算による支

払になるとされている。教育、研究といった公

的病院における他の機能については現在その評

価方法について検討が行われている。実際、こ

れらの活動は他の財源(例えば文部省の予算や

外部からの研究費)によって行われている部分

が少なくなく、現行では予算策定上対象施設に

おいて一律13%の予算削減が行われているが、

アンテルヌの医師{かつてのわが国におけるイ

ンターン医師のような修練医)の担当患者数を

書類上少なくするなどの行為が行われているた

めに、その評価が困難となっている O また、民

間病院における医師の報酬については現行どお

り各患者から医師への支払という形が存続し、

俸給制になることはない。ただし、その報酬額

については前述のCCAPが適用されるために、

公的部門の医師費用との整合性が図られるよう

になる。

しかしながら、 DRG/PPSの導入によるデメ

リットについてもその対応が迫られている。フ

ランスの場合、患者の個人情報の保護が厳しく

行われているために、病院から外部に出される

個人情報については、徹底した匿名化が行われ
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ている。このために、患者の鎖 (Chainagedes 

malades)という患者のたらい回しによる医療

費の不正請求の事例が生じている o DRG/ 

PPSが導入された場合、このような事例が増加

することが予想されており、それに対してどの

ような監督体制を構築するかが課題となってい

るO また、合法的なUpCodingの問題もある。

前述のように同一疾患を通常入院で診療する

か、あるいは日帰り入院で診療するかによって

診療報酬上大きな差があり、その整合性をいか

に図るかが課題となっている。これについては

CHIR-AMBUという日帰り入院における処置

を評価するソフトの開発と応用実験が現在行わ

れているが、これにCCAP(診療行為共通分類)

を組み合せることにより、問題の解決が図られ

ることになっている。また、多重疾患の場合に

どのGHMを割り付けるかにより理論的な費用

が大きく異なることも問題であり、これに対し

ては前述のように複数のGHMを割り付けるこ

とで分類の精織化を図る研究が進行中である。

しかしながら、より本質的な問題として、フラ

ンスにおいては診療行為の標準化が遅れている

ことが、費用のバラツキの大きな原因であり、

この問題の解決がない限りにおいてはDRG/

PPSの導入に際して混乱は避けられないと思わ

れる。

また、総枠予算制を廃止してDRG/PPSを導

入することにより在院日数の短縮化と医療活動

量の増加が生じ、結果として病院医療費が青天

井になってしまうのではないかという懸念もあ

るが、これについては病院医療費総額が年単位

で国民議会で議決されるために、いわば国レベ

ル及び地方レベルでの総枠予算制となってお

り、コントロールを十分可能であるとされてい

る。具体的には、予算総額を超過した場合には

変動点数制(1点当たり単価を下げることで総
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額を調整)により、医療費総額を調整すること

等が考えられている。

②GHM方式の他領域への拡大

現在フランスでは急性期疾患以外の分野にも

GHM方式を拡大しようとする計画があり、以下

のようなプロジェクトが行われている。しかしな

がら、診療行為の標準化に関する計画が遅々とし

て進まないこと、あるいは職種間の意見の相違な

どのために、必ずしもうまくは行っていないのが

現状である。

①中期療養 (PMSI SSR) フランスには回復

期のリハビリテーション施設である中期療養施

設(3ヶ月程度の入院リハビリテーション施設)

があるが、こうした施設におけるGHM方式の

導入が現在検討されている O 中期療養施設への

GHM方式の導入に関しては急性期医療で用い

ているような分類手法は使用できないため、

RUGに類似したフランス独自の分類手法を開

発している。具体的には 1日単位のサービス必

要量で分類し、中期でのリソース必要量を予想

する仕組みが考えられている。

②精神科領域 (PMSIPSY) 中期療養と同じよ

うに精神科の患者について、 1日単位のサービ

ス必要量で分類する試みを行っているが、非常

に難しいというのが現状である O

③外来医療 (PMSIAmbulatoire) 従来、病院

における外来医療は、日帰り入院のようなもの

はCM24(24時間以内の入院)で処理し、その

他の外来医療は対応するNGAPに一定のISAを

割り当てることで対応してきた。しかしながら、

この領域の医療は近年、急速に発展してきてお

り、より精轍化された分類手法が必要となり、

現在その開発が行われている。

④長期療養 (PMSILS) 長期療養についても、

1日単位のサービス必要量で分類することが考

えられているが、現在までのところまだ具体的

な試みは行われていない。

3.他のヨーロッパ諸国におけるDRG導

入の状況

1980年代以降、増大する医療費の抑制はヨーロ

ッパ諸国における共通の政策課題となり、 NHS

タイプの国(イギリス、ポルトガル、スウェーデ

ン等)、社会保険の固(ドイツ、フランス、オラ

ンダ等)のいずれにおいても積極的な対策が取ら

れてきた。なかでも病院医療費の抑制は大きな謀

題であり、実際に行われた医療活動に応じた財政

の適正化を実現するためにDRGの導入が行われ

てきた。欧州諸国におけるDRG展開については

別報にて詳述しているので6)、ここではその概要

について述べるにとどめる O 図8は導入当初にお

けるアメリカのHCFA-DRGの受け入れ可能性と

それを包括払いに用いたかどうかによってヨーロ

ッパ諸国におけるDRG(類似)分類を整理した

ものである。ドイツ、イギリス、オランダを除く

と多くの欧州諸国ではアメリカのHCFA-DRGで

試行を開始し、それを各国の状況に合わせる形で

徐々に修正して、その一般化を達成している。ポ

ルトガルとスウェーデンについてはDRG/PPSが

一部で採用されているが、実際は総枠予算制との

組み合わせとなっている。ベルギーはアメリカ型

のDRG一般化が最も成功した固と言われている。

現在は、 AP-DRGがフランスと同様の総枠予算

方式との組み合わせで用いられており、またアメ

リカで開発された外来医療分類であるIR-DRG

extendedも実験的に用いられている。一方、イギ

リスのイングランドではHCFA-DRGが同国の医

療の実態にそぐわないと言うことで、イギリス独

自の分類であるHRGを、臨床家の意見をもとに

開発している O イギリスの場合、園、地方及び各
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病院の医療費が予算で決められているために、

DRG類似分類を l件当たり包括払いと組み合わ

せて個別の支払いを合理化する必要性は乏しく、

むしろ情報を透明化することで施設問の競争を促

進し、それにより経営の効率化を図ることに主眼

がおかれている。すなわち、仮に各分類における

コストに施設問のばらつきがあったとしても、そ

れ自体を問題にするのではなく、その説明責任を

各病院に問うことで各施設の自主的な経営合理化

の取り組みを誘導しているのである。また、イギ

リスではウエールズは当初、 AP-DRGで予算の

調整を行っていたが、 2000年度からは同地方にお

いてもHRGが用いられるようになっている O ド

イツの場合は、定型的な外科的傷病を中心に部分

的にFP/SEというDRG類似分類が導入された。

このうちSEは定額部分に加えて、出来高部分を

請求できるというわが国のDRG/PPS試行に類似

した支払方式を行うものであった。しかしながら、

この方式を全傷病に一般化することは難ししま

た医療費適正化という面からも問題があることか

ら、種々の議論の後、ドイツ政府はオーストラリ

ア政府の開発したAR-DRGを導入し、 2006年を

目標に病院財政方式として一般化することを決定

している。オランダも大学病院等で実績のあった

AP-DRGに代えて、オランダ独自の分類手法で

あるDBCの一般化を決定している。このDBCは

主訴・徴候、診断、診療行為の 3つのカテゴリー

の組み合わせによる新しい疾病群分類で、入院医

療にも外来医療にも適用可能で電子カルテなどの

医師の診療記録との連続性が高いことがその特徴

となっている7)。泌尿器科領域で開始されたこの

計画は、現在、他科においても開発中であり、同

じにコストデータの積み上げも行われている。そ

して、将来的にはDBCを指標とした各病院への総

枠予算制が管理競争の枠組の中で行われる予定で

ある。その他、イタリアや東欧諸国においても

DRGは導入されており、欧州諸国においては

DRGの利用はすでに病院医療制度の一環として

確立していると言える。ところで、 DRGに関し

ては粗診粗療を招く恐れがあるといわれている

が、欧州の多くの国においては質の問題をDRG

そのものとは切り離して、 EBMに基づく診療ガ

イドラインの作成や病院機能評価制度で対応して

いる。このような点は、欧州諸国と類似点の多い、

わが国におけるDRGの活用を考える上でも参考

になる点で、あると考える。

4.まとめ

以上、フランスを中心にヨーロッパにおける

DRGの状況について論述した。欧州の経験を見

る限りにおいて、 DRGが病院医療の適正化に役

立つツールであることに異論は無いであろう。し

かしながら、それをどのような方式で用いるのが

良いのか、すなわち、総枠予算制と組み合わせて

用いるのか、あるいは包括払いと組み合わせて用

いるのかについては、それぞれの国の医療制度に

よって親和性が異なるものであり、絶対的な解答

があるわけで、はない。わが国の財政諮問会議の答

申ではDRGの導入が求められているが、それを

いかなる理念のもとで、どのように用いていくか

については十分な説明がなく、手段の目的化が生

じているという印象がある。この背景要因として

は、これまでわが国の場合、 DRGに関する調査

研究のほとんどが、アメリカのDRG/PPSを対象

としていたために、 DRGイコールPPSという言自哉

が広まってしまい、日本へのDRGの必要性や導

入可能性について当初からバイアスがかかった議

論が行われてきた点があげられる。そして、一方

で、包括払いに強い危倶感を抱く一部の関係者は、

DRG分類の均質性を問題として取り上げ、その

ような状況でPPSを導入することは困難であると



結論し、また包括払いの導入は粗診粗療を招く危

険性が高いとした。また、他方で、一部の関係者

はDRG/PPSは医療費適正化の切り札であると評

価し、その早期導入を求めた。しかし、我々が

1998年から1999年にかけて行った欧州の実態調査

の結果では、 DRG/PPSの導入自体は病床回転率

を上げる効果を持ち、むしろ医療費増加につなが

る可能性が強いことが示唆されている 8)、 9)。特に、

わが国のDRG/PPSの試行と同様に包括部分と出

来高部分を組み合わせたDRG類似分類を部分的

に導入したドイツではその傾向が強かった。すな

わち、 DRG/PPSを医療費適正化のツールとして

用いるのであれば、アメリカのようにマネージド

ケアを組み合わせて用いるか、あるいはイギリス

やフランスのように予算制と組み合わせて用いる

かという、その使用方法に関する別の検討が必要

であり、経済財政諮問会議の答申ではこの点の議

論が欠けている。一方、日本医師会が提案してい

る大学病院や国立病院等の「特定病院系列」で

DRGをベースとした予算制を導入するという方

式は、わが国の医療提供体制の特徴を反映させる

形でDRG一般化を実現でき、施設問のベンチマ

ークなどを通して経営の効率化や医療のアウトカ

ム評価、さらには現場医師の合意に基づく診療ガ

イドラインの作成などにつながり得るものであ

り、積極的に検討されるべきであろう。このよう

な仕組みはわが国に類似した医療制度を持つ欧

州、特にフランスにおけるDRG利用方法と類似

するものである。ここで欧州においてDRGの一

般化に成功した国に共通する特徴を整理すると以

下のようになる O

①財政方式とは切り離した導入:情報システムと

して導入

②ICD及び類似の疾病分類と治療行為分類の普及

③HCFA-DRGなどの既存のシステムによる試行

④現場担当者(特に医師)が計画初期から多数関
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与

⑤公的病院中心の急性期医療体制:導入が容易

⑥漸進的な政策運営

⑦保険者(あるいは行政)の強いリーダーシップ

冒頭でも述べたように2001年度から開始された

厚生労働省のDRG試行調査では、従来のDRG/

PPSに加えて、試行病院と同様な機能を有する民

間病院等において「診断群分類を活用しつつ定額

払いを伴わない形で診療内容に関する調査を行

う」という試行の枠組みの見なおしゃ、 ICDlOを

基礎とした診断群分類の再整理などを 3年にわた

って行うこととなっている。また、従来の183分

類にかわって532分類が各関連学会の臨床家の検

討により作成され、今回の試行の中でさらに精綾

化される予定である。これらは欧州における

DRG導入の成功要因である①、②、④、⑥、⑦

を満たすものであり、その意味で今回の厚生労働

省におけるDRG試行調査は、わが国における

DRG一般化に向けての大きな一歩になると著者

は考えている。経済財政諮問会議の答申は

DRG/PPSの速やかな導入、しかも部分的な導入

から開始することを求めているが、ここまで説明

してきた欧州における導入経験を踏まえると、同

会議の提言はその一般化と本来の目的である医療

の質の向上及び医療費の適正化のために決してベ

ストの選択ではないと思われる。将来的にDRG

がどのような形で利用されるべきであるかについ

ての議論は、政治的な問題であり、著者の能力の

範囲を超える問題である。しかし、あえて私見を

述べるとすれば、医療費における大きな地域格差

や施設問格差が問題となっているわが国の医療費

の適正化と病院医療の質向上のためには、まず

DRGをベンチマーク指標として用い、個別医療

機関を対象として適切な指標に基づいて策定され

た総枠予算方式を試行的に行い、その後可能であ

ればDRG/PPS導入を模索するというフランス的
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展開がわが国には適切ではないかと考えている。

その意味で、 2001年4月から始まった厚生労働省

の試行においては、試行結果の系統的分析に加え

て、わが国の医療制度と類似点の多いヨーロッパ

諸国における状況を適宜参考にして、関係者間の

データに基づく議論と合意形成を積み上げなが

ら、システム整備を漸進的に行っていくことが、

遠回りのようではあるが、結局は最も実際的な方

法であると考える。
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DRG in the European countries 
-Lesson from French experience園

Shinya MATSUDA， MD* 

Among the developed countries， it is a common problem how to control the medical 

expenditures. In order to harmonize such cost containment programs with the 

improvement of medical services， we need an appropriate information system that reflects 

both clinical and economic aspects. The DRG is such an information tool that was 

originally developed in the USA， and is widely used among other developed countries. 

Since 1999， the Japanese Ministry of Hea1th， Labor and Welfare has been conducting a 

social experiment of DRG. Although the usefulness of DRG as a tool for effective hospital 

administration has been established， further consideration is required in order to decide 

how to apply the DRG to the existed health system of each country. In this article， the 

author summarizes the findings of our research on the DRG in Europe held by IHEP (1999 

-2000)， and intends to summarize the requirements for introduction of the DRG based 

system into Japan. According to my personal opinion， in the case of Japan where a social 

insurance scheme is generalized based on the fee-for-services， it is more appropriate to 

introduce the European type of DRG based system such as the combination of DRG and 

global budgeting in France， instead of the American DRG/PPS system that is combined 

with the managed care. 

[key wordsJ DRG， Europe， France， Social insurance scheme 

* Professor， Department of Preventive Medicine and Community Health， School of Medicine， U niversity of 
Occupational and Environmental Health 
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米国医療市場の環境変化とマネジドケア

堀 真奈美*1 

印南 一路*2

医療の質を維持・向上させつつ効率化を図ることは、医療費高騰に悩む先進国共通の政策目標である o 日本では自己負
担比率を上げることによる需要サイドの受診抑制が主たる政策手段になっているが、米国では、病院・医師などの供給サ
イドに対する経済的インセンティブを、過剰医療から適正ないし過少医療へと転換する政策が、主となっている。結果とし

て、診療内容と財政リスクを総合的に管理する医療提供・医療保険プランであるマネジドケアが急速に普及した。
マネジドケアに対する関心は非常に高いので、米国のみならず日本でも数多くの研究・記述が存在する。しかし、その

多くは制度の記述や概念整理が中心であり、学術的な観点から、マネジドケアの問題点を整理し、指摘したものは意外に
少ない。制度の実態を把握するには、学術的な研究のみでは足りず、雑誌などの記述に頼らざるを得ない側面もある。し

かし、実証研究等で明らかになっている部分を明確にしておく意義は小さくない。
本研究では、マネジドケアをキーワードとする英語文献数3，600強から約100の重要文献を抽出し、マネジドケアと医

師・病院・消費者の行動パターンの変化、医療費への影響等を学術的に精査した。

キーワード:マネジドケア、医療費、インセンテイブ、米国医療、医師行動、病院市場、消費者行動、医療の質、保険市
場、文献レビ、ユー

l 研究目的

わが国の医療費は、毎年 I兆円という高い水準

で着実に増加しつづけており、平成11年度には過

去最高の約30兆円に達した。なかでも老人医療費

は、毎年 9%前後の伸びを示しており、医療費全

体の 3割以上を占めるにいたっている。

一方、構造的な経済の低成長化や不況の深刻化

が作用し、経済成長と医療費の伸びとの不均衡は

* 1 慶廃義塾大学湘南藤沢キャンパス 政策・メディア研究
科博士課程

* 2 慶慮義塾大学湘南藤沢キャンパス 政策・メディア研究
科教授

これまで以上に拡大傾向にある。医療保険財政は

赤字基調で推移しており、制度を問わず保険者の

財政は急速に悪化している。このような中、医療

の質を維持・向上させっつ医療の効率化を図るこ

とが政策課題とされ、定額払い制度の導入など医

療保険の抜本改革が審議されている。

医療費問題を抱えているのは日本だけではな

い。 1980年代以降、他の先進国においても医療費

抑制のための様々な対策が施されてきた。米国は

1983年にメデイケア(公的高齢者医療保険)の入

院医療費に対する支払い制度にDRG/PPSii1を導

入し、 1989年には、医師の診療費に対する支払い

にRCRVS注 2を導入した。また、 1980年代半ばに

は、カリフォルニア州など幾つかの州では、保険
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者と医療機関等の選択契約が認められるようにな

った。公的医療保障に対するこのような政策に対

応するように、米国の民間医療保険の市場では、

1980年代半ば以降「マネジドケア」の考え方が急

速に普及した。 1990年代に入ると、マネジドケア

は公的医療保障制度の仕組にも部分的に採用され

るようになった。

これらの対策に共通する性格は、きめ細かい医

療費適正化方策を医療費の支払い方式にビルトイ

ンするとともに、サービス提供の経済的インセン

テイブを過剰医療から適正ないし過小医療へと転

換することにある。また、マネジドケアは、保険

者など第三者を介入させることで医療に市場原理

を持ちこみうる仕組、あるいは医療にマネジメン

トを導入する仕組として、世界的に大きな注目を

集めている。

実際、関心の高さに比例するように、マネジド

ケアをとりあげた文献は非常に多い。データベー

スによる初期検索では、マネジドケアをキーワー

ドとする英語文献数は3.000を優に超える。ただし、

これらの多くは雑誌記事等であって、実証研究な

どの学術文献数はずっと少ない。

マネジドケアに関する研究は米国のみならず日

本でも少なからずある o 日本においては、総合的

データベースが未整備のため、マネジドケアに関

する全研究を把握するのは困難であるが、概ね制

度の記述や理論整理がその中心である。また、マ

ネジドケアが医療提供者や消費者などにどのよう

な影響を与えるかについては、事例紹介や概念的

な議論が多くなされるものの、実証研究の成果を

ふまえた議論が十分にしつくされたとは言いがた

し、。

制度の実態を把握し政策に生かすには、学術的

な研究のみでは足りず、雑誌などのタイムリーな

記述ゃある程度主観を交えた報告に頼らざるを得

ない側面もある。しかし、学術的な研究で明らか

になっている部分を明確にし、ボトムラインとし

て把握しておく意義も小さくない。

本研究は、医療保険市場の中心的存在であり、

今なお急速に変化しつつある米国のマネジドケア

の影響(特に医師・病院・消費者の行動、および

医療費と質への影響)を包括的かつ系統的に精査

することを目的とする。

2.レビ‘ユーの方法

マネジドケアに関するレビューは、以下の文献

検索・収集作業に基づく。まず、英文書誌情報を

中心に450種類以上のデータベースを提供し、世

界でも有数の文献検索サービスであるDIALOG注 3

を用いて文献検索を行った。具体的には、本レビ

ューに最も適したデータベースファイルを探すた

め、 DIALINDEX削にアクセスし、マネジドケア

のキーワードで検索し、ヒット件数が多いファイ

ルをピックアップした。次に、医療経済の分野で

有名な学術雑誌がカバーされているデータベース

ファイルをDIALOGJournal Finder加を用いて検:

索した。以上の二つの作業において両方に該当す

ファイル名 | データベースファイル概要 I File No. 

Pascal 世界の科学技術文献情報 I 144 
Health Planning and Administration 健康管理の非臨床に関する文献情報 I 151、HLPA
MEDLINE 歯学、獣医学を含む医学、薬学、生物学、 I 154、155

精神医学、微生物学等の医学総合的文献

CURRENT CONTENTS SEARCH 文献速報カレントコンテンツ誌 I 440 
AGE LINE 老齢に関する文献抄録 I 163 
Social SciSearch 社会科学雑誌論文 I 7 
EMBASE 医学、薬学文献 172 



るファイルを整理分類注6した結果、以下のファイ

ルが本研究において用いるべきファイルであるこ

とが判明した。

これらのデータベースファイルを用いて、医療

経済とマネジドケアのキーワードとして検索を行

った。医療経済というキーワードでヒットする件

数は、 122，833件、マネジドケアというキーヴード

でヒットする件数は、 3.666件であった。ここでは、

そのどちらのキーワードにもヒットする1，482件の

データを第一次対象とした。

この中から、厳密な意味で論文ではないと判断

される業界誌、座談会・シンポジウムの要約、結

果の全く載っていない中間報告・論文や研究ノー

ト、研究報告ではない本等は、はじめから調査対

象から除外した。また、論文の質・量からみて、

あるいは研究全体の流れの中で、明らかに考慮に

値しないとしたものを除外した。さらに、医師な

いし医療機関の行動、消費者の行動、医療費、医

療サービスの質などに関する文献は、マネジドケ

アに関係する限りで選択した。最後に、米国のマ

ネジドケアに関するレビューがテーマなので、他

の先進諸国に関する研究は除外した。

上記の電子検索システムが完全であるという保

障はない。そもそも「マネジドケア」という言葉

自体が熟したのが1980年代後半であり、それ以前

は論文にこの用語があまり用いられていないた

め、電子検索のみに頼ることには危険性がある。

そこで、既収集文献中の参考文献の項目から、

遡って新たに関係文献をリストアップし、その資

料を収集し、さらにその参考文献から次の文献を

検索し収集する、という方法を補完的にとった。

また、関係文献があると疑われる学会誌等につい

ては、出来る限り過去に遡って、目次から関係文

献を収集し、さらにその文献の参考文献の中から

関連文献を探すという手続きを別途とった。

なお、諸研究の要約・位置づけに当たっては、
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そのテーマ内で主要な研究を選び、できる限り原

文に忠実な形での要約・表現を用いた。なお、研

究そのものの選定・要約の仕方、テーマの割り振

りには、ある程度主観が入ることは避け得ない。

複数のテーマに関係し、どのテーマの下に主とし

て要約すべきか判断に迷うものもある。要約・位

置づけに伴う誤解等の責任は、一切研究者にある。

また、全ての分類・整理について当てはまること

であるが、分類・整理されることによって、必ず

一定量の情報は失われる。この分類・整理自体完

全なものであるはずがなく、ここに掲げたテーマ

作成は一方法に過ぎない。

以下、マネジドケアの概略についてまとめた上

で、医師、病院、消費者(保険購買者・加入者・

患者)、医療費、サービスの質という観点からマ

ネジドケアの影響を考察することにする。

3. マネジドケアの概略

(1)マネジドケア

マネジドケアに関しては、専門家の間でも未だ

に統ーされた定義はない注7。これはマネジドケア

の歴史が比較的短く、かつマネジドケアそのもの

が時代とともに変化し続けているためである。一

言でいうならば、「伝統的な医療保険に比べ、医

療サービスの提供と財政の両方を総合的に管理す

る手法を強化した医療・保険サービスの提供」を

広くさす概念がマネジドケアである。

(2 )マネジドケアの特質

マネジドケアの特質はいくつかある。第一の特

質は、医療サービスの提供方法や内容を管理する

ことによって、コスト(医療費)の削減を図るこ

とにある。

コスト削減の具体的な方法は、①契約医師グル

ープや病院を一定のネットワーク内に制限するこ
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と(アクセス制限)、②緊急でない手術を受ける

場合や入院をする場合には、予め保険者の承認を

要求すること(事前承認)、③クリテイカルパス制、

診療ガイドライン注9、疾病管理註10や薬剤フォーミ

ユラリーil11など多様な管理手法を活用することよ

って、診療内容の管理ないしは医療サービスの利

用を適正化すること(利用管理)、④人頭払いや

ボーナス制度の導入など、保険者だけではなく医

師および医療機関に財政リスクを負担させること

(インセンテイブの転換)、などによって達成され

る。

第二の特質は、プライマリケア医をゲートキー

パーとすることがあげられる。患者はまず、専門

医にかかる前に、家庭医、産婦人科医、小児科医

などプライマリケア医に受診しなければならず、

この段階で可能な限り問題を解決するように仕向

けられている。プライマリケア医は、いわゆる

「かかりつけ医」としての役割を期待される。プ

ライマリケア医が必要と診断した場合のみ、専門

医にかかることができる。プライマリケア医によ

り、病院施設や専門医への紹介状が作成されなけ

れば、加入者はより高度な医療サービスを受ける

ことができない。このため、マネジドケアにおい

ては、価格の高い専門医や高度医療への安直な受

診が抑制される O

第三の特質は、予防医療を重視していることに

ある。スクリーニング、健康診断の実施、予防医

療に関する教育等の実践を通じて、潜在的患者数

自体を減らし、また高額な医療費の発生そのもの

をjfIJえることにある。また、ゲートキーパーであ

るプライマリケア医は、疾病予防や健康教育を推

進する役割もf旦っている注九

以上の特質の幾っかを備えた保険プランを総称

としてマネジドケア・プランとよぶ。マネジドケ

ア・プランに対して、比較されるのが伝統的な損

失補填型の医療保険プラン(インデムニティー-

プラン)である。伝統的な医療保険プランの特徴

は、①医師及び医療機関等への支払いは、実際に

提供した医療サービスの量やコストに応じて出来

高で支払われるFFS方式(米国流出来高払い注13)

を採用していること、②患者側から見ると、原則

としてどこの医療機関でも自由に利用できるが、

一般的に保険料および自己負担(定率自己負担や

免責額など)がマネジドケア・プランに対して高

いこと、③通常、予防医療は給付対象となってい

ないことなどがあげられる。

伝統的な医療保険においても診療内容や医療の

質に関して管理が全くなされていないというわけ

ではない。例えば、病院内の同僚審査は、マネジ

ドケア普及以前より行われている。しかし、基本

的には、医療サービスの提供方法や内容は担当医

師の自由裁量に概ね任されており、マネジドケ

ア・プランのように事前承認が必要とされること

や、利用管理(診療内容管理)がなされることは

稀である O また、 FFS方式の下では、医師や医療

機関の収入は医療サービスの提供量に比例して増

えるため、過少医療よりは過剰医療のインセンテ

イブが存在していたということもできる。

(3 )マネジドケア・プランのタイプ

マネジドケア・プランには、医療機関や医師へ

の支払方式や、受診制限の度合い、運営組織形態

などによって様々なバリエーションがある。代表

的なものには、 HMO、PPO、POSと呼ばれる三

つのプランが挙げられる O

①HMO (Health Maintenance Organization)プラン

HMOプラン注14とは、マネジドケア・プランの

中では、最も歴史の古いプランであり、 HMO

(健康維持組織)とよばれる保険者が主にその運

営管理を担っている。初期のHMOプランは、そ

れを専門に取り扱うHMOによって販売されてい



たが、保険市場競争の激化とHMOの合併・買収

によって、伝統的なプランを販売していた営利保

険会社やブルークロス・ブルーシールドや医療機

関なども HMOプランを販売するようになり、

HMOの運営主体も多様化している。

HMOプランの主要な特徴として、①給付対象

が治療に限らず、伝統的なプランに比べて総合

的・包括的な保健医療を提供すること(健康診断、

健康相談、予防接種、疾病予防、健康管理、リハ

ビリ、薬剤処方などを含む)、②保険料(または

会員費)が他のプランに比べて安く、給付方式が

現物給付であること、③医療提供者への支払いに

人頭払い(登録会員数に応じて支払う方法)など

の定額払い方式が主に採用されていること、④保

険者と医療提供者がネットワーク化している(ま

たは同一組織である)こと、⑤原則ネットワーク

内に受診が制限される(ネットワーク外では全額

自己負担)が、必要と認められれば他のプランに

比べて最も低い自己負担(無料か数ドル程度)で

ほとんど全てのサービスを利用できること、⑥ゲ

ートキーパー制、事前審査、利用管理などの管理

機能が徹底していることなどがあげられる O

HMOプランを提供するHMOの組織形態にもい

くつかのモデルがある。初期の代表的なものとし

て、 1)保険者と医療提供者(医師・医療機関)

が一体化しており、医師がサラリーを得て診療に

従事するスタッフ型 (HMOが医療機関を所有、

医師を雇用)と、 2)保険者と医療機関は一体化

しているが、医師とは別組織であり、特定医師グ

ループと契約を結ぶグループ型 (HMOが医療機

関を所有、医師グループと契約)があげられる。

最近では、 3)保険者と医療提供者は一体化して

おらず、 IPAとよばれる組織に加入している独立

開業医、病院と契約を結ぶIPA型注目 (HMOと医

療機関・医師は別組織)、 4)保険者と医療提供

者は一体化しておらず、複数の独立したグループ
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診療組織と契約するネットワーク型 (HMOと医

療機関・医師は別組織)、 5)混合型のHMOが急

速に増加している。

1999年時点で、 HMOは全米で651あるが、その

うち、スタッフ型は15(2 %)、グループ型が25

(4 %)、 IPA型が284(44%)、ネットワーク型が

58 (9 %)、混合型が258(40%)である注160 IPA 

型、ネットワーク型、混合型の増加背景には、市

場エリアを拡大する際に、 HMOが単独で医療提

供組織を所有するよりも既存の医療提供者グルー

プと協力関係を構築するほうが容易であったこと

が関係すると思われる注170

②PPO (Preferred Provider Organization)プラン

PPOプランは伝統的な医療保険から発展したマ

ネジドケア・プランである。 HMOが急速に普及し

た1980年代に、 HMOのラデイカルな仕組みへの

反発を捉え、 1990年代以降、急速に普及すること

になった。 PPOプランは、伝統的な医療保険の

HMOプランに対する対応版ともいえる。

PPOプランは、伝統的な医療保険を販売してい

たブルークロス・ブルーシールドや民間保険会社

などの保険者とPPO(特約医療機構)注18がデイス

カウント契約を締結したことから誕生した。ただ

し最近では、市場競争の激化の中で運営主体が多

様化しており、 HMOや医療機関、個人投資家な

どがPPOプランを販売することもある。デイスカ

ウント契約の具体的な内容は、保険者が被用者の

受診可能な医療機関を制約する (pPOへの利用を

集中させる)ことと引き換えに、 PPOは通常の支

払報酬価格 (UCRや競争相手の価格など)の1O~

15%註19の一律割引を約束するというものである。

PPOプランの特徴として、①医療提供者への支

払にFFS方式が採用されていること、②HMOプ

ランに比べると保険料はやや高いが伝統的な保険

よりは安い、③プラン加入時に提示されたPPOの
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リストに掲載された医師・医療機関での受診なら

ば自己負担が低い(I割-2割程度の負担)、④

PPO以外の受診も可能であるが、その場合は、自

己負担を通常より多く(例えば3割負担)支払う

必要がある、⑤HMOプランと同様に保険者によ

る事前審査、利用管理など医療費抑制機能が組み

込まれていることなどがあげられる。

③POS (Point of Service)プラン

医療機関選択の自由を制限するHMOプランと

しての要素と、 PPOプランのように、指定された

医師・医療機関ネットワーク以外での受診を許容

する(ただし、ネットワーク外受診では自己負担

が5割負担になるなど高くなる)という要素を併

せ持つ注200 つまり、両者の性質を備えるいわばハ

イブリッド的なプランである。 POSプランは、基

本的には、 HMOと同じく医師・医療機関等への

支払方式として人頭払いやゲートキーパー制を導

入しているが、加入者がネットワーク以外の医療

機関・医師で受診する際は、 FFS方式が適用され

るo POSプランは、 HMOプランのオプションと

して販売されることが多い。

④歴史的変遷

歴史的には、 1970年代にHMOプランが注目さ

れ、その本格的普及に対応して伝統的なプランが

変質してPPOプランが1980年代に誕生した。 PPO

プランの普及に刺激されて、 HMOプランのオプ

ションとしてPOSプランが生まれた。 AAHP

(1999)によると、 HMOプラン加入者は1998年で

7880万人(国民の約 4人に I人)、一方、 PPOプ

ラン加入者は、 8910万人いると推計されている。

また、 1997年のKPMG社の報告によると、従業員

200名以上の企業では、従業員の33%以上がHMO

に、従業員の31%がPPOプランに、従業員の17%

がPOSプランに加入しているという注210

これらの数字はマネジドケア・プランの台頭を

示す指標ではあるが、厳密な意味でPOSプランや

PPOプラン単独の統計データを入手するのは難し

い。競争が激化するなかで様々なオプションが開

発されており、 HMOプラン、 PPOプラン、 POS

プランとも、その中間的な商品や複合的な商品も

出現しているからである。

また、それぞれの保険プランの運営主体も多様

化・複雑化しており、プランを明確に区分するこ

と自体が困難になってきている。そのため、実証

研究の分析対象となるマネジドケア・プランとは、

データの入手可能性の高いHMOプランを指すこ

とが少なくない。本稿でもHMOプランを念頭に

マネジドケアの最も重要な論点である経済的メカ

ニズムを確認する。

(4 )マネジドケアの経済的メカニズム

HMOプランで採用する人頭払いなどの定額払

い方式と伝統的な医療保険で採用するFFS方式と

の大きな違いは、医療サービスの購入者(患者)、

供給者(医師、病院)、支払者(保険者)の間で

の財政リスクの分配の仕方にある。

FFS方式の下では、医師や医療機関等の医療提

供者の収入は、提供される医療サービスの単価と

その提供された量によって決まるが、事後的に決

まるので、医療提供者は財政リスクを負っていな

い。医療提供者にとっては、提供された医療サー

ビスの単価と量にほぼ比例して収入も増加するこ

とになるので、過剰な医療サービスを提供するこ

とによって収入増を図るという、過剰医療のイン

センティブが、理論的には働くことになる。保険

者にとっては、集めた保険料を保険支出が上回ら

ない限り、また保険料を支払う事業主が保険料値

上げに応じる限り、保険財政は破綻しないので、

大きな財政リスクは負わないことになる。しかし、

購入者側のコスト意識が高まると、保険料値上げ



が困難になるため保険者の財政リスクが高まる仕

弁且でもある注220

これに対し、 HMOプランでは、保険者と医療

提供者がともに財政リスクを負う仕組になってい

るO ちなみに、医療提供者と保険者の立場を兼ね

るスタッフ型HMOなどの場合は、 HMOが組織全

体で財政リスクを負うことになる。 HMOの収入

は一定なので、その収益性と安定性は、支出であ

る医療サービスの総量と高価格のサービスの利用

を予算内に収め、さらにどれくらい予算を下回る

カ寸ニカミカサコる。

医療サービスの決定は、基本的には加入者の受

診と医師の意思決定に依存する。多くの人にプラ

ンに加入してもらうには、できるだけ低い保険料

の設定で、いかに充実したサービスを提供できる

かに依存するから、カバーするサービスを削減す

ることは難しい。しかし、利用を野放しにすれば、

保険者の財政リスクが増大する。したがって、

HMOなど保険者は、ゲートキーパー制の導入や、

各種の利用管理手法を採用することで安直な受診

をコントロールしようとする。また、予防医療の

充実化を図る理由も、高度な医療サービスを必要

とする潜在的患者数を削減することにある。さら

に、特定の医療機関や医師と特約契約(選択契約)

を行うのは、デイスカウントを可能にすることに

よって総支出を削減するためである。

もう一つのコントロール・メカニズムは、医療

資源の利用を左右する医師や病院への支払方式に

経済的インセンティブを組み入れることにある。

これにより、医師や病院が財政リスクを共有する

仕組になっている。

医師への支払い方式として、 HMOは、サラリ

ー(給与)方式、 FFS方式、人頭支払い方式の何

れか、ないしはその組み合わせを用いている。サ

ラリー方式では、医師の診療行動は収入に影響し

ない。なぜなら、患者数や訪問数や時間は、
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HMOによって規定されており、かっ診療行為に

よって医師の給与が変化するわけではないからで

ある。 FFS方式では、より多くのサービスを提供

すればするほど、より高いサービスを提供すれば

するほど医師への支払が増加する。これに対し、

人頭支払い方式は、加入者一人当たり定額の会費

を、毎月医師の間で分配する仕組み制で、この方

式の下では、患者への医療サービスをむしろ減少

させることにより、また、より多くの自分の患者

を増やすことにより、収入増が可能になる。

さらに、通常の支払方法に加えて、 HMOのゲ

ートキーパーであるプライマリケア医は、しばし

ばボーナス等の支払という形で、付加的な経済イ

ンセンテイブpを受け取っている。これらの付加的

な支払いは、しばしば報酬全体の 5-30%の範囲

にあるとも言われる注目。ボーナスの支払いは、委

託基金の予算の余剰や予め定められた利用度や質

の基準によって、年末に行われることが多い。基

準に用いられる指標としては、例えば千件当たり

入院数、平均入院日数、様々な外来サービス利用

率(専門医師への紹介、 X線、検査等)、患者の

満足度などがある O 付加的サービスの利用や専門

医師への紹介をコントロールするプライマリケア

医は、予算や基準に合わなければ、ボーナスがな

くなるという経済リスクを背負うことになる版。

一方、病院に対する支払いは、我が固とは異な

り、医師に対する支払とは別個になされている。

HMOは、病院に対する支払方式として人頭払い、

FFS方式の割引料金の支払い、 1日定額払い、

DRG/PPSなどを採用している。人頭払い、 FFS

方式の仕組は基本的に同じであるので省略する

が、 1日定額払いとは、実際にどれだけの費用・

コストを要したかに関わらず、 1日当たりの定額

料金を支払うというものである O 通常、診療科や

治療方法などに応じて基本額の設定は変わる。ま

た、 DRG/PPSは、メデイケアでも採用されてい
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る方式であるが、実際にかかった費用・コストに

関わりなく、 DRG凶という疾病群ごとに定められ

た1件当たりの包括料金を支払う方式である。こ

れらの支払方式は、効率の悪い高コスト体質の病

院には不利に、効率の良い低コスト体質の病院に

は収益を上げる仕組みになっており過剰サービス

のインセンテイブはiJlJ制されている。しかし、 1

日当たり定額払いの場合は、日数の増加、 DRG/

PPSの場合は、入院件数の増加および、設定料金の

高いDRGコードを付与(アップ・コーデイング)

することなどで収入額を大きくすることが理論的

には可能で、あるため、人頭払いに比べるとコス

ト・コントロール力は弱いと考えられる。

4 .マネジドケアと医師

これまでにも医師ないしは医療機関の行動モデ

ルに関する研究は多数なされている。例えば、非

営利病院については、 Rice(1966)の医療の量極

大化モデル、 Lee(1971) の経営者の効用極大化

モデル(権威、地位、質、給与等の極大化)、

Davis (1972) の利益極大化モデル、 Paulyと

Redisch (1973) の医師の利益極大化・医師共同

体モデル、また医師については、不完全競争均衡

モデルや、 FuchsとKramer(1973)、Newhouse

(1970) の目標所得仮説モデルなどが提示されて

いる注九また、 1970年から80年代中半まで、医師

の需要誘導説胸が唱えられ、医療経済学の分野で

様々な論争が巻き起こった。

しかし、この論争の最終的な決着がつく前に、

マネジドケアの普及など医療をとりまく市場環境

そのものが大きく変化したため、既存理論の説得

力は低下した。実際、 1990年代以降、米国医療に

需要誘導説を適用する実証研究はほとんど見られ

なくなった。医師による需要誘導という問題以上

に、 HMOなどのマネジドケア組織(ないしは保

険者)による需要と供給管理が問題視されるよう

になったからである O 以下に1980年代半ば以降の

研究の動向をのべる。

(1)医師の報酬支払方式と医師の診療行為

まず、伝統的な医療保険が採用するFFS方式

(米国流出来高払い)と人頭払いなどマネジドケ

アが採用する支払方式の違いが、医師の診療行動

とコストにどのような影響を与えているかを検討

した。

結論から先に述べると、 FFS方式の医師と人頭

払いで支払われる医師を比較すると、1)後者の

検査実施回数および入院治療の実施割合は少な

い、 2)後者はより低いコストの医療サービスを

提供する、という傾向が多くの実証研究によって

観察されている O 以下にサービス種類別にその概

要をのべる。

①検査の実施状況

Epstein， et al. (1986) は、合併症を伴わない

高血圧患者を対象にFFS方式で支払われる医師

と、人頭払いで支払われる医師の検査の実施状況

に関する分析を行った結果、 FFS方式で支払われ

る医師の検査の実施率が心電図で50%、胸部レン

トゲンで40%多いことを示している(年齢・性

別・擢患期間・疾病の重症度・医師の診療年数を

調整済)0 Murry， et al. (1992) も、 Epsteinと同

様の結果を、高血圧症患者の診療を行う医師の医

療記録及び患者記録を用いた検査の実施状況に関

する分析から導いている O また、 Murry，et al. 

(1992) は、医師への支払方式別に患者の l年後

の健康状態を分析し、臨床的に有意な差が認めら

れなかったことを報告している。

②入院治療の実施状況とコスト

また、 Hillman，et al. (1989) は、入院治療の実



施状況(入院サービスの利用状態)に関して分析

を行い、その結果、1)人頭払いで支払われる医

師の入院治療の実施率がFFS方式で支払われる医

師より 13%少ないこと、 2)人頭払いで支払われ

る医師の入院治療の実施率は月給で支払われる医

師よりも 7%多いことを報告している。これは、

Manning， et al. (1984)の結果とほぼ同じである。

さらに、実際の入院治療で費やされたコストに

関しでも、 Stern，et al. (1989) によると、人頭払

いの方がFFS方式よりも総費用で4%低いという

(性別、年齢別、 DRGコード、重症度を調整済)。

③専門医への紹介

Martin， et al. (1989) は、ゲートキーパーであ

る医師(プライマリケア医)がリスク共有するプ

ランとそれ以外のプランにおける医療サービスの

利用とコストに関する影響を分析した。リスク共

有とは、専門医への紹介率が高く予算枠を超過し

た場合に、医師がその超過分に対する財政リスク

を共有し、逆に余剰が生じた場合は、医師の間で

平等にボーナスなどの形で分配されるという仕組

である O リスク共有プランとそれ以外のプランで

は、前者のプランにおける 1人当たり専門医の紹

介率が低いことが報告された。

④ボーナスの付与との関連

また、 Debrok& Arnould (1992)は、医師へ

の支払いがサラリーや人頭払いによってなされる

場合は、 FFS方式に比べて全般的に医療サービス

の利用が減少する傾向を示した。そして、医師に

対するボーナスの付与が1，000件当たり入院数を

16.4%低くするのに関係することを示し、人頭払

いやFFS方式といった通常の支払方式だけではな

く、ボーナスなど付加的な経済インセンテイブに

も注意する必要性を示唆した。

Ritzwoller (1998) は、医師の診療行動をボー
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ナスの有無に着目して分析を行い、 FFS方式で支

払われた医師が最も多くサービスを提供し、ボー

ナス付き月給、あるいはボーナス付き人頭払いで、

支払われた医師が最も少ないサービスを提供する

と報告している。さらに、 Ritzwollerは、サービ

スの利用度を低下させることによって得られる付

加的な経済インセンテイブが十分大きければ、医

師は医療上必要とされるレベル以下にまで医療資

源の投入量を減少させる可能性があることを示唆

している。しかし、最終的結論を出すには、医療

の必要性や最適さの定義が暖昧であるため、更な

る検討が必要で、あると思われる。

⑤全般的な傾向

Miller & Luft (1994)は、 1980年以降の実証研

究のメタ分析を通じて、 FFS方式と比べると、人

頭払いのHMOプランは、 1)入院治療の実施率

が1-20%低く、 2)登録者当たり医師の訪問回

数はほぼ同じか少し多い、 3)高価な処置や検査

はより少なく、 4)サービスに対する満足度はよ

り低いが、コストに対する満足度はより高いとい

うことを結論づけている。

さらに、 Hellinger(1996) は、これまでの研究

を①異なるプランに加入する同一疾病をもっ患者

のサービス利用を比較したものと、②同一医師が

FFS方式で支払われた場合とHMOの人頭払いで

支払われた場合のサービスの利用を比較したもの

に区分した上で、いずれの場合もFFS方式よりも

HMOのほうがサービスの利用度は少ないと結論

づけている。

以上のように、 1980年代以降の先行研究の多く

は、医師への支払方式が医師の診療行動を左右す

るという結論を導いている。しかし、これらの見

解に反論が全くないとは言えない。人頭払いで支

払われる医師による医療資源の投入量の少なさ
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は、 FFS方式を採用する伝統的プランに比べて、

マネジドケア・プランの加入者が若く、健康で、

もともとサービスの利用頻度の少ない人が加入し

ていることに由来するという主張凶や、患者のケ

ース・ミックス注30の調整を十分に行っている実証

研究が少なくないという主張がある。

マネジドケア・プランが若く健康な人ばかり集

めているのだとしたら、これは、「逆選択Jの問

題である。仮に逆選択が存在するとすれば、医師

の医療サービスは支払方式で左右されるのではな

く、患者のケース・ミックスに左右されることに

なる。このことを明確にするためにもケース・ミ

ックスの調整は重要な課題である O ケース・ミッ

クスの調整に関してはランド研究所が行った無作

為割当による実験的研究tt31をはじめ、分析対象を

同一疾病患者に限定、あるいは重症度などの変数

コントロールをするなどの努力が研究者によって

少なからずなされている。また、 Hlatky，et al. 

(1993)のように、医師の報酬支払方式別に同一

患者の症例に対する検査の必要性をどのように評

価するかなどを分析した研究もある。

しかし、データ収集の困難性の問題などからケ

ース・ミックスの調整技術は完全であるとは言え

ず、未だ発展途上の段階にある。ケース・ミック

スに考慮した研究の蓄積なしに最終的な結論は出

せない。今後のさらなる精織化が望まれる。

また、実証研究の多くは、データ収集が容易で

あるスタッフ型HMOを対象にしているが、医師

がHMOプラン加入者のためだけに診療を行う、

逆にFFS方式プラン加入者のためだけに診療を行

うということは稀である O 現実には、 IPA型

HMOで述べたように、 HMOプランだけでなく、

伝統的な保険プランなど複数のプランと契約をし

て診療を行っていることが多く、医師が患者のプ

ラン区分によって診療行動を使い分けているかど

うかを検討する必要もあるだろう。

( 2 )医師と患者の関係

マネジドケアの経済インセンティブが、医師の

診療行動に少なからず影響を与えることはすでに

述べた通りであるが、このインセンティブの導入

は、医師と患者の聞に利益の深刻な衝突を生じさ

せないかという疑問が生じる。伝統的なFFS方式

が支配的な場合には、医療資源を利用することを

推進するインセンテイブが働いており、コストの

抑制はあまり問題視されなかった。つまり、医師、

患者がそれぞれの最高の利益に基づいて行動をと

る限り、潜在的利益衝突が顕在化することはなか

った。

マネジドケアが普及した現在では、Blomquist

(1991) や Debrock& Arnould (1992)が指摘す

るように、医師は患者の代理人であると同時に、

HMOなど保険者の代理人であることを期待され

る。 HMOはより高い効率性を発揮するため、よ

り有効な経済インセンテイブを構築し、医師と契

約しようとする O 医師は医療分野におけるHMO

の経済リスクの一部を共有しているため、 HMO

の代理人としても行動せざるをえない。行動しな

い場合は、自らが経済的な不利益を被るからであ

る注320

こうした中で、実証研究においてもマネジドケ

アにおける医師と患者の関係(信頼関係)や職業

倫理に関心が集まるようになった注330

Kao， et al. (1998)は、電話調査を通じて、医

師への支払方式と患者の信頼との関係を分析し、

患者の担当医師に関する信頼の高さは、伝統的な

医療保険のFFS方式の場合が最も高く (94%)、

続いてPPOプランなどFFS方式のマネジドケア・

プラン (85%)、人頭払プラン (83%)、サラリー

(77%)の順であることを報告している。支払方

式による影響は、医師の行動に関する患者レポー

トに基づいて分析すると多少競和されるが、 FFS



方式のマネジドケア・プランとFFS方式の差以外

については、統計的に優位で、あることが認められ

るという。

一方で、患者の医師の支払方式に関する認知度

と実際の信頼度は、直接的には関係していないこ

とが示されている。どのように支払われているか

知らないと答えた37.7%の患者は、それ以外の者

よりもより高いレベルで信頼していると答えてい

た。 30.2%のものが医師の支払方式に関して誤っ

た認識をしていた。医師の支払方式による患者の

信頼は、 FFS方式が最も高いが、部分的には医師

自身の行動によっても信頼の度合いは左右される

と結論づけているO

(3 )医師の収入と専門分野(専門性)の選択

一般的に、教育投資に対する経済的な見返りの

多い職業や専門分野に対する関心は高い。マネジ

ドケアが多様な専門分野に対する需要を変化させ

るとしたら、医師の賃金構造は変わり、需要が急

増する専門分野に、新しい研修医が集中すること

になるのではなかろうか。以下に、 Simon，et al. 

(1998)の研究成果に基づき考察を加える。

Simon， et al. (1998)は、 1985年から94年まで

のデータを用い、マネジドケアにおける医師の収

入の変化と、マネジドケアが医師の診療地域選択

と研修の専門分野選択に与える影響、及びプライ

マリケア医と病院勤務医、そして外科手術等の専

門医について分析を行った。

その結果、他の要因をコントロールすると、マ

ネジドケアは、医師の収入構造に影響を与えてい

ることが明らかにされた。まず、マネジドケアが

より浸透すると、プライマリケア医の収入が最も

急速に増え、一方で、病院勤務医の給与は少なく

なることが示された。これはマネジドケアにおけ

るプライマリケア医の役割の重要度を示すととも

に、病院市場へのマネジドケアの効果を示すもの
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と言えるかもしれない。

さらに、マネジドケアが最も急速に浸透した期

間である1993-94年には、医師グループの給与は

最も低下したことが報告されている。統計的には

それほど顕著ではないが、手術， et al.の専門医の

給与がマネジドケアの浸透ともに低下することも

指摘されている。

また、医師による診療地域の選択は多くの場合、

①獲得可能な収入に左右されること、~特に病院

勤務医は、より多くの収入を獲得可能な地域に移

動すること、③マネジドケアが最も高く成長した

カリフォルニア州では、その期間を通しての人口

対医師の増加が最も少ないことを示している。こ

の結果から、マネジドケアには医師全体の収入の

増加を抑制する効果があると解釈することもでき

るO

しかし、プライマリケア医の収入は他の専門分

野の医師に比べ増加傾向にある一方で、、 1人当た

りプライマリケア医の数はそれほど急速に増加し

ていない。この増加率の低さを、 Simon，et al 

(1998) は、プライマリケア医の聞の競争による

ものであると推測する。しかし、それならばプラ

イマリケア医の収入の増加はみられないはずで、あ

る。医師の診療サービス以外の代替サービス、例

えば薬剤処方や在宅ケアやナーシングホームなど

へのシフトが増加する需要を吸収したのかもしれ

ないが、結論を導くには追加研究が必要で、ある O

さらに、 Simon，et al. (1998)は1989年から97

年への研修プログラムに関する報告を行ってい

る。家庭医研修プログラムは1993年に1，636スロッ

トた、ったのが、 1997年に3，262スロットに拡張した。

比率も1989年の59.8%から1997年には71%以上に

増加した。実際の収入における変化によって導か

れたインセンテイブに合致するように、病院勤務

医の数とその比率は1993年から減少している。研

修分野の選択は、プライマリケア医の収入の増加
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と病院勤務医の減少に一致する。以上の結果から、

Simon， et al. (1998)は、マネジドケアは医師の

収入に影響し、診療地域と専門分野の選択に影響

を与えると主張している。

(4)医師のグループ化

もともと米国では研修医や病理医など一部の専

門医以外は、基本的には病院に雇用されることは

なかった注ヘ日本の医師と病院の関係と異なり、

米国ではこのようなオーブン・システムが基本で

あり、 1980年代までは、医師の多くが独立開業し

て働いていた。医師は、自分の診療室(個人事務

所)で対応できない治療や高度な検査、手術、入

院治療等を行う場合には、院外医師の特権凶を利

用できる病院など医療施設怖に患者を連れて行き

そこで治療を行う O なお、 1人の医師が複数の病

院で治療を行う院外医師の特権を保有する場合も

あるが、専属契約を結んでいる場合もある O

マネジドケアの普及した現在では、医師は顧客

獲得の不確実性とリスクを減らすために、 HMO

などの保険者および病院と専属契約(または雇用

契約)や委託契約を結ぶことが多くなっている。

契約に先だって、医師免許資格、専門医認定、学

歴などの基礎情報のほかに、医療過誤記録などに

基づいて一定の資格認定の審査が行われる。ちな

みに、米国では、医療過誤記録に関しては、

NPDB (全米診療医データパンク)などのデータ

ベースから参照することができるようになってい

る。なお、この資格認定(信任)は契約後も定期

的に行われる。

また、契約交渉の際に、より優位な立場に立つ

(交渉力をもっ)ために、 1人で独立開業して診療

を行うのではなく、グループ化して診療を行うよ

うになっており(ソロ・プラクティスからグルー

プ・プラクティスへの移行)、そのグループのサ

イズは、年々増加傾向にあるという報告もある制。

Fronstin (1995)によると、グループのサイズ

が大きくなるにつれて、グループ内の医師の構成

にも変化が生じているという。以前は、複数専門

グループは専門医によって支配的に構成されてい

た。しかし、より多くのグループが人頭払いを採

用するマネジドケア・プランと契約をするように

なると、プライマリケア医への需要が増加し、そ

の結果、研修プログラムにおけるプライマリケア

医の増加と同じく、複数専門グループ占めるプラ

イマリケア医の割合は増加したという。

5.マネジドケアと病院

(1)病院市場の環境変化

1970年代から1980年代初期までは、伝統的なプ

ランが優勢で、医療費支払方式もFFS方式が主流で

あった。この時期における病院の競争の性質につ

いて分析した多くの実証研究は、地域に病院が多

くあるところ、つまり激戦区ほど、病院のコスト

が高かったと報告している畑。

これは、競争が激しいほど価格が低下するとい

う経済理論注39で一般的に推測されるものとは合致

しない。つまり、 FFS方式によって支払いがなさ

れていた時代において、医療のコストは重要な問

題ではなく、病院は患者と医師の獲得のため、設

備投資、アメニティーとサービス、質において競

争をしたのである注400 そのため、病院コストの高

騰に歯止めがかからなかった。医療における市場

競争は、コスト削減に結びつかないというのがこ

の時代の一般的な見解であった。

しかし、 1980年代に入ると、病院をとりまく環

境は大きく変化した。 1983年に医療費抑制策とし

てメデイケアの病院費用の支払方式にDRG/PPS

が導入された。さらに同年、カリフォルニアでは、

州法により、保険者が限定数の病院と契約するこ

とを可能にする「選択契約」が認められた。この

選択契約はサービスの利用を特定の医療機関に制



限するというマネジドケアの考え方に通じるもの

であり、 1980年半ば以降、 HMOプランやPPOプ

ランなどの普及とともに、より一般的なものにな

っていった。

以下にこれらの環境変化が病院市場にどのよう

な影響を与えたかを検討する。

①選択契約と価格競争

Zwanzigerと Melnick(1988)は、カリフォル

ニアの選択契約の導入前後で病院コストの変化を

検討した。彼らによると、導入前の1980-82年で

は、より多くの競争相手がいる病院の年間コスト

は6.6%の増加しているのに対し、より競争相手が

少ない病院の年間コストは5.5%の増加であったと

いう。一方、導入後の1983-85年の聞は、より多

くの競争相手のいる病院は 1%近くコストが減少

したが、競争相手の少ない病院は2.8%増加したと

いう。この結果は、サービス、アメニティー、質

と同じように、価格も契約交渉の一部になったこ

とを示唆する O

また、 Melnick，et al. (1992)は、 PPOプランを

提供するマネジドケア組織(保険者)と病院の契

約に着目した分析を行っている。その結果、 1) 

マネジドケア組織が、被保険者に提供する病院の

ネットワークをその地域の他の病院に簡単に変更

できる状態であれば、より有利な条件で病院と価

格交渉することができる、 2)同ーの保険プラン

に加入する患者の割合が多い病院はマネジドケア

組織に大きなデイスカウントを与えること、 3) 

反対に、多くの被保険者のケアをエリア内の同一

病院に依存している状態では、マネジドケア組織

は病院に有利な価格設定で譲歩する可能性が高い

ことを示している。

この結果から、病院数が多い激戦区ほどマネジ

ドケア組織はより多くの交渉相手がいるため、よ

り安い価格を交渉できると類推することが可能で、
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ある。

②マネジドケア浸透度と病院コスト

Melnick， et al. (1997)では、マネジドケアの浸

透度が地域によって異なることに着目し、 1986年

から1993年のデータを用いてマネジドケアの浸透

度と競争の激しさによって、病院コストがどのよ

うに変化するかについても分析を行った。その結

果、マネジドケアの浸透度が大きくなるとともに、

病院コストの増加は抑えられることが確認され

た。しかし、マネジドケアの浸透度以上に、競争

度の激しさの方が病院コストの減少を大きくする

ということも報告された。このことから、マネジ

ドケアは病院コストを抑える効果を持つが、その

地域のマネジドケアの浸透度にかかわらず、病院

の競争は病院コストの低下を導く可能性を示唆し

ている。

③契約締結と病院の種類

マネジドケア・プランとの契約の際、病院は、

病床占有率、価格、提供するサービスの種類など

基礎情報とその地域での評判などによって一定の

審査を受ける。経営上、価格の安い病院と契約す

ることが重要であるが、一方で、質が低いとみなさ

れている病院と契約をすることは、加入者の不信

を買うまたは、脱退者を増加させる要因になりう

るため、マネジドケア・プランにとって得策では

ない。では、実際どのような病院が契約締結にい

たっているのであろうか。

Feldman， et al. (1990)は、 4つの市場エリア

における6つのHMOにおける契約のアレンジメン

トについて分析を行っている。この研究では、病

院費用を価格の基準として用い、研修教育プログ

ラムをもっているか、オーナーシップをもってい

るかなどを病院の特徴として用い、提供されるサ

ービスの数を質の測定基準として用いている。そ
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の結果、価格は統計的には交渉における重要な決

定要素ではないが、質の評価結果は統計的に重要

な決定要素であることを示した。研修教育プログ

ラムを持ち、そして公立病院以外の病院が契約を

締結しやすいという。これは、公立病院の提供す

るサービスの質が低いという一般的な認識と一致

する。

しかし、この研究において用いる価格、質など

の基準の設定が適切かどうかには疑問がある。立

地は比較的簡単に測定できるが、質の測定は非常

に難しい。また、価格についても問題がある。理

想的には、コミュニティーにおける全ての病院が

どのような料金を実際に提示しているのかを知る

必要があるが、実際は契約に結び、つかなかった料

金の情報について入手するのは不可能に近く、契

約締結した病院の料金情報だけが分析対象となっ

ている。

さらに、 Feldman，et al. (1990)は、病院が契

約によって獲得できる患者数(潜在的患者数)に

ついて検討した。この研究では、契約を実際にし

た病院の実勢価格データに基づく分析がなされて

いる。その結果、①スタッフ型HMOとネットワ

ーク型HMOでは、価格が 1ドル高くなると、患

者数が 3%減少した、②IPA型HMOでは、価格

が1ドル高くなると、患者数が 1%少なくなった。

この研究は質を基準に契約は締結されるが、契約

によって獲得する患者数には価格が関係すること

を示唆している O

より最近では、 ZwanzigerとMeirowitz(1998) 

が、 13の大都市エリアの統計データを用いて、マ

ネジドケア契約を獲得した病院に関する分析を行

っている。この研究は、研究対象をHMOだけで

はなく、 PPOプランに広げ、 Feldmanら既存研究

の再検証を試みている。基本的には、既存研究の

結果を強調することになったが、他にもいくつか

の新しい知見を導いている。

まず、第一に、契約締結と病院の種類の関係と

しては、①非営利病院の方が、公立一般病院より

も契約を獲得する可能性が高い、②営利病院は公

立一般病院よりもさらに契約を獲得する可能性が

低い、③教育プログラムをもっ病院は契約を獲得

する可能性は低い、④病院の規模が大きくなるほ

ど、マネジドケア組織との契約を獲得しやすいと

いう結果が出されている。これらの結果について

は、様々な推測・解釈が提示されているが、結論

を導くには、追加の調査研究が必要であろう。

さらに、 Zwanzigerと Meirowitz(1998)によ

ると、価格(より厳密には入院 1件当たり費用)

と契約の可能性には、 U字型カーブの関係がある

という。最も低いコストの病院は30%契約を獲得

しにくいが、一方で、最も高いコストの病院はコス

ト分配が中間的な病院に比べて20%契約をとりに

くいという。つまり、コストの観点から最も高い

病院を避ける傾向が見られる反面、おそらく劣悪

な質であるという考えから、最も安い病院も避け

る傾向が見られるのである O しかし、安いコスト

の病院の質が実際に劣悪なものかどうかを判断す

るには、実際の治療の質と消費者の質の認知度を

測定する調査が必要である。

これらの研究結果から、選択契約を推進するマ

ネジドケアの普及によって、病院市場に少なから

ず価格競争が行われるようになったということが

結論づけられる。しかし、病院は、医療の質、治

療結果、患者満足度においても競争しなければな

らない。経済理論では、価格に限らず、質、結果、

満足度によってなされる競争市場は市場のパフォ

ーマンスを向上させるとするが、病院市場におい

てどこまで適用できるかはまだ明らかになってい

ない。

また、病院市場の価格競争がより激しくなると、

無保険者へのサービスを誰がするかという問題が



生じる。これまで低所得者のいる地域にある非営

利・教育医療機関はこれまで無保険者に対する慈

善医療の担い手であったが、採算の見込めない慈

善医療が切り捨てられる可能性も否定できない。

無保険者が全国民の15%近くもいる米国におい

て、この問題は社会的な問題に発展するのではな

いかと考える。

( 2 )病院の構造変化

1983年、メデイケアの入院医療費支払いに、

DRG/PPSが導入されたことを契機として、入院

部門収益が減少した。 DRG/PPSのもとでは、患

者の入院日数の必要以上な長期化は経営悪化につ

ながるため、平均入院日数が大幅に減少した。

Feldstein (1999)によると、総人口は、高齢者割

合と同じく増加しているが、コミュニティー病院

への入院患者数は1980年の3，610万人から、 1995年

の3，100万人へと減少している。また、入院患者数

の減少とともに、平均入院日数も1980年の7.6日か

ら1995年の6.5日へと減少している。これらの減少

の結果、約40%の病院の病床が空いているという O

一方で、、外来治療は1985年から1998年の聞に89%

増加している出10

収益を確保するために、病院は医師グループと

より強い関係を築こうとした。例えば、施設への

紹介を増やす手段として、医師の診療権を購入し、

医師を病院の傘下におこうとした。しかし、支払

方式等の変化により医師の行動インセンティブに

も変化がみられ、以前のような収益は得られなく

なっていた。

そのような中、多くの病院は入院部門の収益減

収を補う新しい収入源として、在宅ケアやナーシ

ングホームなどの代替サービスに注目した。患者

を早く退院させても、在宅ケアやナーシングホー

ムなど他の場所でのサービス提供を行うことによ

って、病院は追加的な支払いを受けることが可能
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になる。

実際、在宅ケア会社、ナーシングホーム、リハ

ビリセンター、ウェルネスセンター、外科センタ

ー、救急援助センター、薬局、医師など供給者シ

ステムの垂直統合化を図った病院もある。垂直統

合化は大規模供給システムの確立とより広範囲な

サービスの提供を可能にするため、保険者との契

約交渉においても有利になる。

しかし、 Conrad，et al. (1988)、Robinson

(1997) によると、全ての病院が垂直統合に成功

したわけではなく、成功例は非常に少ないとい

う注420 この理由として、任複数の異なる医療専門

施設問で共通のビジョンも構築できず、また情報

の共有もスムーズに行われなかったこと、②医師

など医療専門職の多くは、病院の強いコントロー

ルを嫌ったこと、があげられている。垂直統合化

の動きに反して、医師など医療専門職を中心に構

成されたグループも現れている(垂直統合に対し

て、バーチャル統合(仮想統合)と呼ぶことがあ

る)。これらのグループは特定の病院や他の医療

施設と契約をしないことにより、コストのかから

ない医療サービスを提供できると考えている。垂

直統合では、医師は複数の保険者と契約すること

はできず、病院に雇用されることが多いが、バー

チャル統合では、グループを介して複数の保険者

や病院と契約することが可能である。このグルー

プの一つの緩やかな統合例として、前述のIPAが

あげられる。

6.マネジドケアと消費者

(1)加入者の健康状態とサービス利用状態

Millerと Luft(1994)は、マネジドケア・プラ

ンを選択する者は、加入するプランの種類を問わ

ず、サービスの利用頻度が全般的に低いというこ

とを示している。また、 ProPAC (1996)による
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と、自分からメデイケアHMOプランを選択する

加入者は、比較的健康で、ありサービスを利用しな

い傾向があり、連邦政府は現状の支払い方法(平

均医療費の95%で委託している)ではHMOに実

際にかかった医療費以上の費用を支払っていると

いう指摘もある注430

しかし、これらとは正反対の結果を示す実証研

究もある O メデイケアHMOの加入者とそれ以外

の加入者との聞に健康状態に統計的に有意な差は

ないという主張もある註44。さらに、ケース・ミッ

クスを調整するとマネジドケア・プラン加入者と

FFS方式の伝統的なプランの加入者は同等以上に

サービスを利用しているという研究もある。

例えば、 Famaと Bemstein(1997)は、慢性

疾患患者の受診回数ではHMOプラン加入者の方

がFFS方式のプラン加入者よりも多く、 I件当た

り入院日数や入院サービスの利用可能性に有意な

差は無いと指摘している。また、 AAHP(1998) 

によると、外来乳房切除の実施状況は、 FFS方式

およびHMOプランで有意な差はなく、 Nelson，et 

al. (1996)の報告では、乳房造影はHMOプラン

の方が多くなされているという。さらに、 Yelin，

et al. (1996)は、リューマチ性関節患者の11年間

のフォローアップ調査から、 FFS方式とHMOプ

ランでサービス利用に統計的な差はないことを、

Angus (1996)は、疾病重症度を調整すると集中

治療室の入院日数に有意な差はないことを示して

いる。

また、 Fama，et al. (1995)によると、慢性疾患

患者の出現割合に関してはHMOプランと伝統的

なプランで有意な差は認められておらず、生活に

支障があるものおよび健康状態が悪いと考える加

入者の割合にもプラン間で大きな差はないとい

う。 Davis，et al. (1995)の18歳から64歳の加入者

の健康状態を調査した研究でも大きな差は認めら

れていない。

これらの結果とは直接関係ないが、 Davis，et al. 

(1995)は、伝統的な保険よりも所得が低い層が

マネジドケア・プランに加入していることも示し

ている。これは、保険料および自己負担が伝統的

なプランより低いことが影響していると解釈する

ことも可能で、あるが、逆の結果を示す研究もある

ため追加研究が必要で、ある。

( 2 )保険プランの選択行動

選択契約の普及によって、雇用主(企業)を通

じて保険に加入する被用者の保険プランの選択肢

には、伝統的な医療保険プランとマネジドケア・

プランの両方が含まれるようになった注ヘ各プラ

ン区分の中にも多様な個別商品が開発されてお

り、保険プランの選択肢は多くなっている O 保険

プランが多様化、複雑化する中で、被用者は何を

基準に加入するプランを選択するのだろうか。ま

た、保険料の高低はどれくらい保険プランの選択

行動に影響を与えるのだろうか。

Welch (1986)によれば、 1カ月の自己負担す

る保険料が相対的に10%増加すると、短期的には

HMOのシェアを 2%、長期的には 5%減少させ

る効果があるという。

また、 Long，et al. (1988)は、他の要因をコン

トロールすると、①あるHMOの保険料が相対的

に5ドル増加すると脱退者が66.7%増加する、②

保険選択におけるオプションの数によっても被用

者の行動が変化することを示している O 具体的に

は、企業によって 5つのHMOプランが被用者に

提示されるとき、 5ドルの増加は結果として1，000

人の加入者に対して70人の脱退者を出すのに対

し、 3つのプランが提示されるときは、1，000人の

加入者に対して58人の脱退者を出すという。

Buchmmuellerと Feldstein(1996、1997)は、

1カ月の保険料のわずかな上昇でも、被用者が容

易に医療保険プランを変更する可能性があること



を示唆した。 1993年まで、カリフォルニア大学の

スタッフと教員はFFS方式のプラン複数の選択肢

と、 HMOプラン複数の選択肢がともに大学を通

して提供されており、自己負担の保険料をどの医

療保険プランに対しでもほとんど払う必要がなか

った。それが、 1994年以降、大学のシステムは最

も安いプランにのみ補助金を出すという仕組に変

更したことにより、高い保険料のプランに入るに

は、被用者は追加費用を支払わなければならなく

なった。その結果、これまでより高い保険料の支

払をしなければならなくなった者の50%はプラン

を変更し、そのうちの半分は保険料負担なしの

HMOに移動し、残りの半分は保険料負担なしの

FFS方式のプランに移行したという。被用者の年

齢、収入、プランへの加入期間などを考慮に入れ

た分析を行った結果、高い保険料のプランほど他

のプランへの変更の可能d性が高くなるということ

が示された。保険料の変更がない場合でも、何ら

かの理由で 5%の者がプランを変更するが、 10ド

ル程度の保険料の上昇で、 26%、20ドルまでの上

昇で30%、30ドルまでの上昇で42.5%が保険のプ

ランを変更することが提示されている。

さらに、 DowdとFeldman(1998)は、 1994年

に実施した318の大都市と郡政府を調査結果から、

大都市及び郡政府の雇用主の約35%が保険プラン

の種類に応じて段階別に保険料補助額を設定して

いるという。段階別に保険料補助金が定まる場合、

被用者はより低い自己負担の保険プランにシフト

する傾向が認められる。

Feldman， et al. (1989)、Feldmanと Dowd

(1994)、Lewin-VHI(1995)でも、保険料の高低

や雇用主の補助金政策に応じて、被用者は伝統的

な医療保険プランからマネジドケア・プランに、

あるHMOプランから他のHMOプランというよう

に移動することが明らかにされている。
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7.マネジドケアと医療費

すでに、医師の診療行動のところで、 FFS方式

のプランと比べるとHMOプランなどマネジドケ

ア・プランにおける医師の医療資源の投入量は少

ない傾向があることを述べた。投入量が少ないと

いうことは、結果としてコストの削減につながる

ため、医療費が抑えられるということを演鐸的に

導くことができる。さらに、病院市場の変化のと

ころで、マネジドケアの浸透している地域ではコ

ストの増加が他の地域に比べて抑制されているこ

と、選択契約の導入により価格競争が行われるよ

うになってきたことを述べた。これらの結果から

も、医療費が抑えられるということを演鐸的に導

くことが可能である。より直接的に、医療費と

HMOプランの関係性を分析した研究もあるので、

以下で検討を加える。

( 1 )医療費の抑制

マネジドケアに対する初期の最も代表的な実証

研究として、ランド研究所が行った無作為割当実

験研究をあげることができる注460 この研究では、

被験者は、ランダムに 2種類のFFS方式のプラン

(受診時の自己負担あり、なし)とHMOプラン

(以下、 HMO実験群)に割り当てられた。さらに、

コントロール群として最初からHMOに加入して

いたグループ (HMO統制群)が設定された注470

この実験に基づいて異なるプラン聞の医療費比較

をした結果、 HMO実験群と統制群の医療費はほ

ぼ同じであったが、 FFS方式の 2つのプランに比

較すると23-28%低いということが報告された。

FFS方式のプラン加入者とHMOプラン加入者の

最も大きな違いは、病院サービスの利用度である

とい弓(前者に比べ、後者は40%低い)。

さらに1990年代に入って同じくランド研究所が

フロリダ州で行った無作為割当実験研究注48でも、
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マネジドケア・プラン(メデイケイドHMO)の

医療費がFFS方式に比べて34%低いという結果が

導かれている。

また、 PPOプランの医療費抑制効果について分

析したSmith(1998)では、同じFFS方式を採用

する伝統的な医療保険と比べて医療費が12%(1 

人当たり 178ドル/年)低いことを示している。

この削減は、開業医での受診率が9.7%、入院率が

9.3%低いことによって達成されているという O こ

の研究は、同一の支払方式を採用しているプラン

を比較することにより、支払方式ではなく PPOプ

ランの採用する管理手法(医療機関との特約契約

を含む)が医療費抑制につながることを示唆して

いる。

CBO (1997)の報告では、①病院の総支出の成

長率は1990年から1996年の聞に11%から 4%に低

くなっていること、②部門別にみると入院部門が

9%から 1%以下に、外来部門が18.4%から9.1%

に低下していることが示されている。一方、入

院・外来以外の「その他」の部門の成長率は

1l.7%から1l.2%とほとんど変化していないとい

う(その他の部門は全支出の約 6%にすぎない)。

さらに、 CBO(1997)は、病院における人件費

(給与)も1990年の10%から1995年には4.9%に低

下しており全産業の平均以下の増加率になってい

るという注へまた、医療費指標 (HCI)の増加率

でも1990年の11%から1995年には約 3%に低下し

ていることを報告している。そして、マネジドケ

アが主流である民間保険における医療費の成長率

が抑制されているのに対し、 FFS方式が主流であ

るメデイケアの成長率はそれほど抑制されていな

いことを示唆している。データ収集方法の多様性

など克服すべき技術的な問題を認めながらも、

CBO (1997)は、 1990年代以降の急速なマネジド

ケアの浸透による医療市場環境の変化がプライベ

ート・セクターにおける医療費抑制をもたらした

と最終的に結論づけている。

また、 Levit(1998)によると、 1997年の医療

費成長率は過去40年間で最低の4.8%を示してお

り、 HCFA(医療保険財政庁)も、マネジドケア

の普及とそれに関連した支払方式の変更が医療費

の成長を抑制したことを認めている正問。さらに、

HCFAは1993-1996年の年平均l.5%よりも1997-

2007年の 1人当たり医療費の実質成長率は年平均

3.4%に拡大すると予測しているが、 1970-1993年

の平均4.9%に比較するとその成長率は抑制される

と予測している。

(2 )保険料の増加抑制

さらに、医療費抑制との関連で、マネジドケ

ア・プランが保険料の増加抑制効果もあるという

議論もなされるようになっている。この問題に注

目が集まるのは、民間保険が中心である米国では、

医療費の増加が保険料の上昇に直接的な影響を与

えるからである。

マネジドケアが本格的に普及する以前の保険市

場では、マネジドケア.プランに保険料抑制効果

はないというのが一般的な見解でで、あつた注卸5日1

経済不況の影響で雇用主など保険購買者側にコ

スト意識が働くようになると、伝統的な保険プラ

ンより保険料が低く設定されていたマネジドケ

ア・プランが急速に普及するようになった。この

普及によって保険市場における価格競争が激化

し、結果として伝統的な保険を含む保険料全体の

増加が抑制されるという「スピル・オーバー」効

果が報告されている。

Wickizerと Feldstein (1995)は、 1985-92

年のデータを用いて、マネジドケアが浸透してい

る地域とそうでない地域を比べると、前者のほう

が保険料の増加率が低いという結果を示してい

る。具体的には、 HMOの市場占有率が10%増加

すると、伝統的な医療保険の保険料を含むその地



域全体の増加率を6.6%ほど低下させる効果がある

ことを導いている。さらに、 Lewing Group 

(1997)の研究では、 1991年から1996年の間にこ

のようなスピル・オーバー効果により節約された

保険料総額は14.1~20.8億ドルという推計も出さ

れている。さらに、 Lewing Group (1997)マネ

ジドケア加入者が10%増加することで、伝統的な

医療保険を含む全てのプランにおける医療支出の

成長率を 1%軽減する効果があることも報告して

いる。

実際、プラン区分別に保険料の成長率の推移を

見ると、 1998年における保険全体の保険料の伸び

が3.3%であるのに対し、 HMOおよびPOSプラン

は2.9%と低い伸ぴを示している。また、雇用主を

通して加入する民間保険の保険料の伸び率は、

1991年から1998年の聞に、 HMOプランで12.1%か

ら2.9%に、 PPOプランで10.1%から3.8%へと緩和

していることも示されている注520

1998年以降、再び、保険料は緩やかな上昇傾向を

示しているが、 CBO(1997)によると、 1980年代

~1990年初にかけて経験したような高い成長には

ならず、今後10年は 6%以下に抑えられるという

のが専門家の共通の見解であるという。

以上のように、マネジドケアに何らかの医療費

抑制効果があるというのが共通の見解になってき

ている。しかし、これらの医療費抑制が、医療の

効率化によって不必要なものを削除した結果なの

か、それとも必要度を下回るサービスを提供する

など質の切り捨ての結果として達成されたものな

のかに関しては最終的な結論には達していない。

質の問題に関しては、後述するが、医師やマネジ

ドケア・プランの収益を最大化する医療資源の投

入レベルと、患者の利益のために利用を最大化す

る医師の投入レベルとの相対比較を行った研究は

未だなされていなし、
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また、前述のとおり、マネジドケア・プランと

言っても保険プランの種類 (HMO、PPO、POS

など)、 HMOのタイプ(スタッフ、グループ、

IPA、ネットワーク、混合)、附加的な経済イン

センテイブの有無(ボーナス制度の導入ほか)、

採用している利用管理手法の種類などによって多

種多様で、あり、人頭払いVsFFS方式という単純

な構図ではもはやなくなってきている。どの保険

プランのどのようなインセンティブが、あるいは

どのような管理技法が、具体的にどの程度医療費

を決定づけているのかを、ケース・ミックスを調

整した上でさらに細分化して検討する必要があ

る。

8.医療の質

ドナベデイアンが指摘するように、医療の質の

評価には、「構造J(患者当たり医師数、看護婦数、

病室の面積、設備等)、「プロセスJ(医療の適切

性など技術的側面)、「アウトカム(結果)J (治療

結果、治癒率、擢患率、消費者満足度等)という

3つの視点があると考えられている注ヘマネジド

ケアの医療の質への影響を評価する指標として

「アウトカム」および「プロセス」のネ見点からな

された研究が多くなされるようになっている O た

だし、医療の質は、その定義の困難性から具体的

な評価方法は統一されておらず、研究者によって

大きく異なるので実証研究の結果を単純に比較す

ることはできない注目。

(1)アウトカム(転帰、治療結果)

Ware， et al. (1996)は、ボストン、シカゴ、ロ

スアンゼルスの 3都市における高血圧、糖尿病、

うっ血性心不全、心筋梗塞、うつ病の人を対象と

した 5年にわたる大規模な調査結果から、 HMO

プランと伝統的な医療保険プランの聞に、平均的
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な患者の心身の健康状態に有意な差がないことを

示している。これは、 10年前の無作為割当による

実験研究結果を裏づけるものであった注目。

また、個別疾患の症状別アウトカムについても、

多くの実証研究がなされている O 例えば、

Greenfield， et al. (1995) は、高血圧患者と

NIDDM (非インスリン依存型糖尿病)患者につ

いて伝統的プランとマネジドケア・プランの加入

者の健康状態を 4年にわたって比較分析(血圧、

卒中の有無、アルブミン排世量などを測定)し、

プランの聞に有意な差が認められないことを報告

している。

さらに、 Angus(1996)は、集中治療室の利用

度がほぼ同じであるのに対しョ死亡率は、伝統的

な保険の加入者よりもHMOプラン加入者のほう

が低いという結果を出している O

うっ血性心不全の入院患者の転帰に関するNi，

et al. (1998)の研究では、プランの区分により死

亡率および退院後 3ヵ月以内の再入院率に有意な

差は認められていない。また、 Potsky，et al. 

(1997)は、 65歳以上の乳癌患者の生存率および

治療率でも、メデイケアHMOとFFS方式のメデ

イケア加入者の間に統計的に有意な差は認められ

ていないことを報告している。

(2 )消費者満足度

アウトカムの指標の一つであると考えられてい

る消費者満足度に関する調査研究も行われてい

る。 1996年に連邦政府によって実施された医療費

パネル調査では、雇用主を通じてHMOプランや

ゲートキーパーのいるそのイ也のマネジドケア・プ

ランに加入している被用者の81.5%が必要な時に

提供されるサービスに「非常に満足している」と

回答し、 15.1%が「まあまあ満足している」と回

答しているという慨。

また、 1997年に35都市在住の65歳以下の10万

5，000人を対象に行われたSachsグ、ループ(1998)

の調査では、 FFS方式のプラン加入者の75%、

PPOプラン加入者の79%、HMOプランの83%、

POSプランの81%が満足していると回答している

ことを示している。さらに、 1998年に実施された

16万7000世帯の調査注57によると、自己の健康状態

への認識具合にかかわらず満足度の値はPPOプラ

ン、 HMOプラン、伝統的な保険プランの間で大

きな違いは見られないという O この結果は、 65歳

以上の高齢者に対しても同様であり、 PPOプラン

加入者の78%、HMOプラン加入者の77%、伝統

的な保険プランの77%が健康状態に関わらず満足

していると解答している。

( 3 )プロセス

プロセスの評価とは、現時点で適切とされる方

法・手順に従って医療が適用されたかどうかを、

診療行為や疾病管理などサービスの提供過程に焦

点を当てて事後的に評価することを意味する注580

通常、カルテなどの診療記録をそれぞれの専門分

野で標準的とされる診療ガイドラインに基づき評

価されることが多い。

Every， et al. (1998)によると、 AHCPR(医療

政策研究機関)のガイドラインに従って不安定狭

心症患者に対する治療プロセスを比較すると伝統

的な医療保険の加入者よりもマネジドケア・プラ

ンの加入者のほうがFブロック治療とアスピリン

など適切な治療ケアをうけている可能性を示唆し

た。さらに、 Every，et al.は、多変量解析結果か

ら、①AHCPRのガイドラインにより定められて

いる冠動脈造影の実施状況と保険区分に有意な差

はないこと、②死亡率と保険区分にも大きな差は

ないことを示している。

また、乳癌患者の診断に関して、 Riley，et al. 

(1994)は、メデイケアHMOプラン加入者の方が

他のメデイケア加入者よりも早期診断がなされて



いることを示している。さらに、 Riley(1999)① 

早期診断されているHMO加入者は、乳房切断よ

りも乳房温存手術を受ける割合が高く、②乳房温

存手術を受ける加入者は放射線治療をより多く受

けていることを示している。しかし、同じマネジ

ドケア・プランであっても、提供者によって(個

別プランによって)実施状況にばらつきがあるこ

とも示されている。

(4)総合的な評価

Miller & Luft (1994)は、 1980-93年になされ

た実証研究のレビューを通じて、 17の測定指標の

うち14指標においてHMOプランは他のプランに

比較して同等以上の質であることを結論づけてい

る。さらに、 Miller& Luft (1997) は、 1993-

1997年の実証研究のメタ分析を行い、医療サービ

スの利用可能性、提供プロセス、治療結果、医師

の応答などを含む24指標のうち18の指標におい

て、 HMOプラン加入者が受けている医療の質は

少なくとも伝統的プランの加入者と同等で、あると

結論を出している。しかし、年齢、所得などで細

分化した場合は、高齢者、病弱な人、及び低所得

者の身体、心身上の健康状態に関しては、伝統的

プランの方がHMOプランより好ましい結果であ

るという指摘もあり、そのため最終的な結論には

至っていない注590

また、 Seidman，et al. (1998) は、心臓疾患患

者の治療結果に関する実証研究のメタ分析を行っ

ている。彼らによると、!プロセスを評価(予防、

高血圧、急性胸痛、うっ血性心不全、高コレステ

ロール血しようなどのプロセス指標による評価)

した11の実証研究のうち 7つにおいてHMO以外

のプランに比較してHMOプランで良好な結果が

出されている、"アウトカムを評価(胸痛、高血

圧、発作などのアウトカム指標による評価)した

10の実証研究のうち 7つにおいてHMOとそれ以
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外のプランで有意な差は見られていないという O

Seidman， et al. (1998)によると、プロセスに

焦点をあてた11の実証研究において用いられてい

る15のプロセス指標のうち、 9の指標において

HMOプラン以外と比較するとHMOプランの方が

良好で、 5つの指標において同等、残りの lにつ

いてHMOプラン以外の方が良好な結果であると

いう。また、アウトカムに焦点を当てた実証研究

において用いられている20のアウトカム指標のう

ち、 2つに関しては、 HMOプランの方が良好で¥

残りの18に関しては有意な差がないことを結論づ

けている。

これらの実証研究の結果からは、伝統的プラン

に比べてマネジドケア・プランの質が悪いと言う

結論は導きだせない。しかし、積極的にマネジド

ケア・プランの質が良いということもできず、統

計的には有意な差が認められないというのが現状

における妥当な解釈であろう。これらの最終的な

結論を導き出すには、質の定義およびその科学的

な評価方法の確立および継続的な洗練化が求めら

れる。

(5 )社会的な批判とアカウンタビリティー

実証研究レベルでは、医療サービスの質の劣化

を証明することはできない。しかし、現実社会に

おいては、 1990年代以降、急速に普及したマネジ

ドケア・プランに対する批判が多く見られるよう

になっている註曲。高度医療への支払いが拒否され

る、あるいは救急医療が受けられない、出産後24

時間以内に退院させられる、専門医への紹介を拒

否するなどサービスの出し渋り(過少医療)、ギ

ャグ条項削1の存在などがマスコミなどで多く報道

されるようになった。これは、必ずしもマネジド

ケア・プラン全体に問題があるということを意味

するものではないが、過少サービスを提供するイ

ンセンティブを持つことに違いはない。このよう



74 医療経済研究 vol.lO 2001 

な中、行政による規制の強化が図られている。ま

た、マネジドケア・プランに対するアカウンタビ

リティーが強く求められるようになった注62。現在

では、マネジドケア・プランの第 3者評価・認定

機関であるNCQA(全米品質保証委員会)が、各

プランのパフォーマンスに関する情報や認定結果

を一般公開するようになっている。

9.考察

ここまで、米国医療市場の環境変化とマネジド

ケア普及の影響を多様な観点から検討を加えてき

た。主要な考察結果をまとめると、①FFS方式か

ら定額払いへの変更とゲートキーパー制の導入に

より、医療資源の投入パターンに変化が見られた

(入院サービスや専門医による治療の減少、その

他のサービスの増加)、②保険者と医療機関が選

択契約を結ぶことで病院市場に価格競争がもたら

された(特に痛院数が多い地域ではその傾向が強

い)、③消費者の保険選択は価格に左右されるよ

うになり、保険市場における価格競争が激しくな

った(企業の補助金政策の変更が背景)、④個別

疾病や重症度別にみるとプラン区分による患者の

サービス利用度に大きな違いはない、⑤マネジド

ケアの浸透によって医療費および保険料の伸びが

抑えられた、⑥プラン区分によって患者が受ける

医療サービスの質に有意な差は認められていな

い、ということがあげられる注出。

ただし、これらは実証研究の蓄積から暫定的に

導き出されたものであり、確定的な結論ではない。

既に述べたが、実証研究の多くにおいてケース・

ミックスの調整技術は未完成であるし、医療サー

ビスの質の測定方法など研究手法が確立されてい

ないものもある O また、米国は民間医療保険が中

心であるので、日本と異なり、加入者の保険の移

動が容易である。したがって、長期的なインパク

トを測定しようとしても、加入者が保険を移動し

ている場合データ収集が困難になってしまう。

さらに、実証研究の分析対象となる標本に偏り

がある場合もある。ケース・ミックス調整のため

には、大量データの蓄積と分析が必要となるが、

電子データ環境が整備されていない小規模なプラ

ンは分析対象から除外され、大規模なプランのみ

が対象となる可能性が高い。また、そもそも保険

に加入していない無保険者のデータは分析対象と

なっていなしミ。

しばしば、分析対象データとして支払請求デー

タセットが用いられるが、支払方式が多様で、ある

ため、その様式は統ーされていなしミ注刷。 FFS方式

のようにサービス単位で支払いが為される場合

は、個別サービスごとに記録が残されるが、人頭

払いで支払われる場合は、個別サービスごとの記

録を残していない可能性もある O 例えば、出産前

ケアが分娩(特に業務記録には識別されない)全

体の費用の一部として支払われる場合、出産前ケ

アの受診回数を全て記録する必要はない。また、

乳幼児の出産時体重の記録をとらない場合は、病

院の退院データから計算された未熟児出産の割合

を過少推定する可能性もある。

また、健康状態に大きな影響を与えると考えら

れる年齢、性別、人種、生活基準などリスク要因

をコントロールした研究も少ない。これらのリス

ク調整技術は、ケース・ミックス調整技術と同様、

発展途上段階にある。

しかし、このような方法論上の問題はいつの時

代においてもある問題であり、その時代における

最高レベルの研究はあっても完壁な研究というの

はありえない。重要なことは、方法論上の問題を

できる限り除き、継続的に研究の精織化に取組む

ことである O 少なくとも、米国では支払方式、医

療の質ないしはパフォーマンス評価のための指標

も、医師、保険者だけでなく大学や研究機関、政



府等が協働で開発するなど研究の精織化に向けた

努力がなされており、今後の研究成果が期待され

る。

10圃日本への適用可能性

マネジドケアは、民間保険を中心とする米国特

有の文化・歴史的背景に生まれたものであり、社

会保険を中心とする日本に、そのまま導入できる

ものではない。例えば、保険料の設定ひとつとっ

てみても、民間医療保険の効率を発揮するには、

保険料がリスクや給付カバーの内容などによって

きめ細かく設定される必要があるが、社会保険で

は通常、保険料は所得段階別に設定されるので難

しいことになる。しかし、我が国の医療保険のあ

り方を考える上で、米国の実証研究から得られた

知見から学ぶことは少なくない。医療機関選択の

自由と、国民皆保険による財政的アクセスの保障

を基本とした日本の医療保険制度のメリットを失

うことなく、医療サービスの質の維持・向上と効

率化を両立させる手段として、マネジドケアの考

え方を部分的に適用することは可能であると考え

るO 以下で、①包括払いの導入と質の評価システ

ムの確立、②選択契約と保険者機能強化について

干食言すを加える。

( 1 )包括払いの導入と質の評価システムの確

立

まず、医療の効率化のために、マネジドケアで

採用されている定額払い(包括払い)の導入は、

日本においても適用可能で、ある。定額払いと言っ

ても、その定額の単位によって様々であり、 1日

定額払いや 1件当り定額払い、 1人当り定額払い

(人頭払い)などその単位によって多様である。

DRG/PPSは、疾病群別の 1件当たり定額払いで

あるが、理論的には 1日当り定額払いにも応用で
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きる。我が国の出来高払いも、分類方法によって

は、サービス単位に応じた定額払いといえる。そ

のため、米国のFFS方式に比べると我が国の診療

報酬体系は、コスト管理が比較的可能な仕組とな

っているが、サービス量に関しては過剰インセン

ティブ(過量サービスのインセンテイブ)が働く

仕組となっている。

DRG/PPSや人頭払いなど包括払いの導入は、

過量サービスのインセンテイブを解消し、コスト

意識を向上させることによって医療の効率化に貢

献すると考えられる。しかし、救命・救急医療や

高度医療など定型的な評価ができない診療行為に

対し、包括払いを導入するのは、医療機関経営を

悪化させ、結果的に医療サービスの質を低下する

ことになりかねない。一方、老人医療や慢性疾患

については、定型的な治療が広がっており、臨床

ガイドラインやクリテイカル・パスなど医療の標

準化を推進することが、包括払いの導入を図る前

提として必要であると考える。これまで審議会等

で提案されている「急性疾患は出来高払いJr慢
性疾患は包括払い」というのは妥当で、あると考え

るが、医療機能の合理化と医療サービスの標準化

を早急に推進する必要がある。また、かかりつけ

医の推進も医療機能の合理化につながる重要な問

題でもあるが、医療教育のあり方をふまえて検討

すべきである O

包括払いの導入により懸念される医療の質に関

しては、現段階では米国の実証研究でも明らかに

低下したという報告はなされていない。しかし、

米国で一部報道されているような過少医療という

別の問題が生じる可能性がないとは言いきれな

い。ゆえに、包括払いの導入には客観的な質の評

価システム及び監査システムが必要で、ある。だが、

出来高払いと異なり、診療行為ごとに請求がなさ

れないため、診療行為の内容そのものが外側から

見えにくくなるという問題もある。したがって、
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客観的な質の評価システムには、「構造」、「プロ

セス」、「アウトカム」それぞれにおける質ないし

はパフォーマンスを評価するための客観的指標を

開発し、その指標に関するデータ収集・更新シス

テムを包括させなければならないであろう。その

指標を活用することで、ベンチマーキング注65手法

を医療の世界にも取り入れることが可能になる制。

ベンチマーク比較の結果に応じて、パフォーマン

スの良い医療機関には税制上優遇する、表彰制度

を設けるなど、医療提供者側の質の向上に向けた

経済・非経済的インセンテイブを付与するのも一

案である。

(2 )選択契約と保険者機能強化

現行制度では、保険医および保険医療機関の指

定は都道府県知事が行うことになっており師、医

療機関と保険者が個別契約を行うことは事実上な

い。しかし、広井(1997)によると健康保険制度

創設時は「団体自由選択主義」であり、保険者が

医療提供側と個別に契約をしていたという。また、

健康保険法第43条の 9第3項では、医療機関と保

険者の間で診療報酬に関する割引契約を締結する

ことが認められているが、保険局長通知(昭和32

年)により、従来から割引契約が認められていた

保健所、国立療養所、事業主医局等との聞に限定

されている。

米国流の選択契約を認めるには法改正が必要に

なるが、現行制度でも附加給付や診療報酬の l点

単位を調整することで、 PPOプランに類似した保

険を提供することは日本でも可能である。米国の

PPOプランと異なるのは、①被保険者(加入者)

が、保険者と提携した医療機関以外でも公定の自

己負担で自由に受診することが可能であること

(フリー・アクセスの保障)、②提携した医療機関

においても基本的な支払方式は、公定価格表に基

づいてなされること(統一の診療報酬体系)であ

る。

ただし、日本型PPOプランを実現するには、保

険者機能強化が前提として必要になる。現在の保

険者は、支払事務や保健事業なと守を行っているが、

実際の運営は社会保険庁の指導に従うだけの消極

的な役割しか果たしていない。また、医療機関と

提携契約を結ぶのに必要である医療サービスの情

報収集・評価が行える体制も整っているとは言え

ない。現在の保険者は、国保・健保合わせて5，000

以上もあり規模が小さい。より積極的に保険者機

能を果たすためには、保険者規模の適正化・再編

成の必要がある。また、保険者の事業を民間保険

会社などに委託可能にするなど規制緩和も同時に

検討されるべきであると考える。
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j主

1 DRG (Diagnosis Related Groups)は、臨床

面、及び医療資源の同質性という二つの側面か

ら、患者をそのケース・ミックスごとに一定の

グループに分類する方法であり、一定のコーデ

イング、に沿って、患者の医療必要量を測定する

ことにより作成された診断群 (1997年時点で

492の診断群)である。 PPSは、実際に消費さ

れた医療資源の多寡に関わらず、 DRGの疾病

群ごとに予め定められた 1件当たりの定額を医

療機関に償還するという支払方式である。

2 RCRVS (Resource Based Relative Value 

Scale)とは、医療サービスに投入された資源



の量に基づいて策定された診療行為の相対指数

に基づいて作成された価格表(技術料金)を意

味する。

3 DIALOGは、学術研究で利用される主要なデ

ータベースに加え、米国を中心としたビジネス、

ニュース、特許、企業財務情報等を多く収録し

ているのが特徴である。

4 DIALINDEX (file No.411) とはDIALOGが

提供するほとんど全てのファイルの索引ファイ

ルを集めたものである。

5 DIALOG Journal Finder (五leNo.414) とは

DIALOGに含まれる雑誌検索ファイル。

6 新聞記事データベースや企業レポート、機関

年鑑等のデータベースファイルなど、直接研究

に関係ないと思われるファイルは除外した。

7 マネジドケアの概説については、田中 (1999)、

遠藤(1999)、亀田 (1999)、川淵(1999)、田

村 (1999)、西田(1999)、広井(1999)などを

参照。

8 入院計画や看護計画のことを意味する。入院

患者の治療の進捗状況をフローチャートに沿っ

て合理的に管理する手法である。

9 診療ガイドラインとは、 EBM(根拠に基づ

く医療)の推進によって蓄積された見地に基づ

き、最も効果的な標準診療プロセスを定めたも

のである。

10 高血圧症や糖尿病といった特定の疾患に対し

て最も効果的な治療法を患者に教育し、治療効

果をあげることを目的とする。

11 フォーミュラリー (Formulary) とは元来は

病院が患者に治療を行うにあたって、使用する

薬剤を事前に検討しておいて在庫するようにし

ていたときの薬剤リスト一覧表のことであり、

DRG/PPSでの包括支払いを受けるようになっ

て、病院経営の立場上、安価な類似効果をもっ

ジ、ェネリック薬を使うことを即す重要なツール
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となっている O フォーミュラリーの作成は、

PBM (薬剤給付管理)を専門に行うPBM会社が

担当することが多いo Kane， N， M. (1997)参照。

12 伝統的なプランに対して、マネジドケア・プ

ランと契約を結んだプライマリケア医のプライ

マリケアに従事する時間は長いという報告があ

る。 Simon，et al. (1997)参照。

13 米国は、民間医療保険が主流であるため、同

じ出来高払いといっても日本の診療報酬体系に

おける出来高払いと米国の出来高払いの性質は

必ずしも同じではない。医師および医療機関等

への支払額の決定は、「単価×量」によってな

されるが、日本の場合は、単価が全国的に統一

された公定料金価格表によって規定されている

ため、医師や医療機関が自由に決定可能なのは、

量だけである。日本の出来高払いは診療行為ご

とに単価が設定されているので、個別の診療行

為によって定額化されていると考えることがで

きる。しかし、米国では、メデイケアやメデイ

ケイドを除くと基本的に、医師および医療機関

が量だけでなく単価の高低も自由に設定でき

る。無論、単価の設定は自由であるといっても、

支払側である保険会社との価格交渉があるので

自由度にも一定の限界はある。細かい算定方式

は保険会社によって異なるが、通常、過去の実

績数値などから計算された算定料金に基づいて

UCR (適正料金)を支払う。このUCR方式を

本稿では、米国流出来高払いとする。また、

DRG/PPSを出来高払いに類型するものもある

が、 UCR方式などと比較し疾病群ごとに 1件

当たりの支払料金が包括化されていることから

本稿では定額払いと類型する。なお、 FFSとは、

F ee for Servicesの略で、ある。

14 英語では、保険フ。ランとしてのHMOと組織と

してのHMOを区別することが少ないが、誤解を

さけるために、ここではHMOプランとHMOと
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いう形で区別した。 PPOに関しでも同様である。

15 IPAとはIndependentPractice Associationの

略である o IPA型では、保険者は医療機関とは

人頭払い(前払い)の契約をし、医師に関して

は開業医で法人組織化されたIPAと契約する。

IPA所属の医師は自分のオフィスで独立開業し

ており、 HMOだけではなく HMO以外の患者も

診療が可能である。

16 AAHP (1999)参照。 AAHPのWEB

(http://www.aahp.org/)参照。

17 Feldstein (1999)参照。

18 HMOと異なり、 PPOプランの運営管理は必

ずしもPPO(特約医療機構)とよばれる組織で

はない。 PPOは、病院や医師グループ等の医療

供給者が主導で設立したものであり、もともと

保険者機能を保有した組織ではなかった。

19 Barger et al. (1985)参照。

20 POSとは、サービス受診時に医療機関を選択

できるという意味であり、 HMOやPPOと異な

り、 POSと呼ばれる組織は存在しない。

21 KPMG Survey of Employer-Sponsored 

Health Bene五ts(1997)参照。

22 1960-70年代までは、事業主など支払側が保

険料上昇に対して寛容であったこともあり、誰

もが財政リスクを意識することなかったが、

1980年代になると支払者側のコスト意識が高ま

ったため、特に保険者の財政リスクが高まるこ

とになった。

23 最近では、単純に頭数で支払うのではなくリ

スクを加味した人頭支払がなされるようになっ

てきている。

24 米国の20都市における108のマネジドケア・プ

ランの調査によると、グループ/スタッフ型

HMOの34%がプライマリケア医への支払方式

として人頭払いを採用しており、これらのうち

71%が源泉徴収ないしはボーナスも利用してい

るという。さらに、サラリー方式をとっている

半分以上のグループ/スタッフ型HMOも、源

泉徴収ないしはボーナスを利用しているとい

う。 Hillman(1987)、Gold，et al. (1995)参照。

25 例えば、最もアメリカで大きいHMOの二つ

である、 FHPとU.S.Health Careで、は、入院日

数、専門医への紹介率などの「最良診療ノtラメ

ーター」による評価結果と、他の同僚である医

師達の利用度との比較結果によって、ボーナス

を支払うという (Appleby，1995)。さらに、

U.S. Health Careは、患者満足度の結果を考慮

してボーナスを支払っている。このほかに、リ

スクプールの大きさをボーナスの基準にしてい

るところもあるという。 Debrockand Arnould 

(1992)参照。

26 DRGは、臨床面、及び医療資源の同質性とい

う二つの側面から、患者をそのケース・ミック

スごとに一定のグループに分類する方法であり、

一定のコーデイング (Cording)に沿って、患者

の医療必要量を測定し作成されたものである。

27 印南(1991)参照。

28 医師の需要誘導の中心的な考えは、医療提供

者は医学に関する専門知識を一方的に持ってお

り(情報の非対称)、その専門知識を患者では

なく自己の利益のために用いて(代理理論)、

医療の需要に影響を与えるということである。

Arrow (1963， 1973; 1984)、Feldstein(1993) 

参照。

29 Lichtenstein et al. (1992)、Rileyet al. (1996) 

等

30 ケース・ミックス (CaseMix) とは、患者の

疾病名、病状、重症度、及び予後などいわゆる

患者の症例情報を示す。

31 Manning， et al. (1984)参照。

32 近時、 HMOの強力な経済インセンテイブは、

必要以上の医師の資源利用抑制を招くことにな



るとして、マスコミ報道などで批判がなされた。

こうしたインセンティブ報酬システムの患者に

対する医療の質に与える潜在的影響を考慮し

て、医療サービスの減少を過剰に推進するよう

な方法で医師に支払いを行うことを抑制する規

制が強化されるようになっている。

33 Thom and Campbell (1997)、Hammesand 

Webster (1996)、 Pariset al. (1997)参照。

34 印南(1988)、堀 (2000)参照。

35 外部の医師が病院を利用し全ての診療を行う

権利のことを意味する。

36 一般的に、医師以外の医療設備、医療機器、

看護婦等の専門職スタッフ等管理組織を提供す

る医療施設であると考えられており、医療機能

の合理化が徹底している。最近では、病院で外

来治療を行うことも珍しくなくなったが、伝統

的には病院は入院を必要とする治療のための施

設であった。

37 米国医師会によると、グループ・プラクティ

スの数は1991年の約1万7000から約2万に増えて

いる。また、 1グループ当りの平均医師人数も

6.6人から10.5人に増えている。

38 Joskow (1980) ; Wilson and Jadlow (1982)、

Luft and Maerki (1984 -85)、Farley(1985)、

Robinson and Luft (1985; 1987) Luft et al. 

(1986)等参照。

39 通常の経済理論では、医療サービス供給者の数

か増えると競争が増し、その結果、供給者の利

益は減少し、価格(料金)は下がることになる。

40 Held， Philip and Pauly (1983)、Robinson

and Luft (1985)、Robinson(1988)参照。

41 外来ケアの増加は、①医療保険の給付制限が

入院より外来のほうが少なかったことと、~保

険者の事前審査においてよりコストのかからな

い外来手術ができないかを確認されたこと、③

外来ケアに対してより大きな経済インセンテイ
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ブが働いたこと、④医療技術の発展のため外来

ケアで入院の代替が可能になったことが関係し

ていると思われる O

42 カイザー・パーマネントが数少ない成功例と

してあげられる。

43 Feldsetin (1999)参照。

44 Robinson and gar古ler(1995)、Famaet al. 

(1995)、 Davis et al. (1995)参照。

45 米国では雇用主(企業)は毎年被用者に複数

の医療保険プランを提示し、選択させねばなら

ない。また、一般に保険料の雇用主負担は日本

の折半よりも高く、 80%程度である。

46 Manning W et al. (1984)参照。

47 この実験で分析対象となったHMOはグルー

プ・ヘルス・コーポラティブ・オブ・ビュージ

ェットサウンドというスタッフ型HMOである。

48 Buchanan (1996)参照。

49 1990年以前の人件費の増加率は他の産業と比

べて著しい増加率を示していたという。 CBO

(1997)参照。

50 Smith et al. (1998)参照。

51 Gable (1992)参照。

52 AAHP (1999)参照。これらの保険料率の設

定は、各年度の保険給付額の影響を受け、単純

に考えると給付額(支出)が少ないほうが保険

料率を低く設定できる。 1998年度の給付額でみ

るとHMOプランは l人当たり平均3，215ドルで

あり、 PPOプランは 1人当たり 3，494ドルとな

っている。これに対し、伝統的な保険は、平均

3，788ドルになっており、 HMOプランで573ド

ル、 PPOプランで294ドルの節約効果があった

とされる。

53 Donabedian (1968、1980、1989)参照。医療

サービスの質の評価において、プロセスや構造

の評価も含まれるのは、「良いプロセスまたは

構造は、良いアウトカムを導く」ということを
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前提にしているからである。

54 堀 (2000)参照。

55 ランド研究所の実験研究において、マネジド

ケア・プランと伝統的プランの間で加入者の健

康状態のアウトカム(身体機能、精神健康、一

般健康指標、臨床機関、危篤な症状の有無)に

有意な差は見られないことがはじめて報告され

た。 Ware(1986)参照。

56 Employee Benefit Research Institute (1998) 

参照。

57 National Research Corporation (1998)参照。

58 プロセスの評価を行うには、分析対象となる

①診療記録の整備(カルテのフォーマットの統

一、記載用語の統一、電子化等)や②医療の標

準化(診療ガイドラインやクリテイカルパスの

開発、 EBM(根拠に基づく医療〕の徹底)が

必要である。

59 Hellinger (1998)参照。

60 マネジドケアを告発するホームページが存在

する (http・://www.his.com)参照。

61 例えば、マネジドケア・プランにおいて提供

するサービスと、医師が患者にとって最高と考

えるサービスが一致しない場合があってもそれ

を患者にはあえて言わないという契約条項があ

った。これは、ギャグ条項とよばれ、最近では

多くの州で禁止されるようになっている(1998

年で27州)。

62 多くのマネジドケア組織がアカウンタピリテ

イー確立のため消費者向けにレポートカード

(自己評価表)を作成している。しかし、各保

険者の様式が異なり、消費者が比較検討するこ

とが困難であったので、異なるプラン聞を統一

指標であるHEDISをNCQA(全米品質保証委

員会)が開発した。 NCQAは、 HEDISによる

このパフォーマンス評価だけではなく、高い質

のケアを提供することが可能か、提供するケア

を継続して向上しつづけられる体制をもってい

るのかなどを判断する認定活動も行っている。

最近では、 HEDIS結果にもとづきマスコミが

マネジドケア・プランのランキングなどを千子っ

ている。堀・印南 (2001)参照。

63 また、マネジドケアの特徴の一つである利用

管理の手法や予防医療については、概念的には

支持されていても、実証研究の蓄積がなされて

おらず、その有効性は未だ明確にはされていな

かった。

64 HIP AA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act)法の施行によって医療情

報の環境整備は推進される方向にある。

65 米国で脚光を浴びている新経営手法。共通す

るビジネスで最高の実例とみなす目標=ベンチ

マークと比較することで、現状を抜本的に改善、

改革しようとする O

66 指標結果を比較分析するにはケース・ミック

ス調整が不可欠で、ある。

67 1943年に、「法定保険医制度」が導入され国

が保険医をするようになり、同時に診療報酬も

人頭請負方式から公定単価方式に変更されたと

いう。 1957年になって、機関レベルの指定制度

が追加され、「保険医療機関の指定、保険医の

登録」という現在の二重指定制度が採用された。

参考文献

1)池上直己.ベーシック医療問題. 日本経済新

聞社. 1998. 

2)池田俊也.医療の管理化は可能か.医療と社

会. 1999; 8 -4: 89-98. 

3 )印南一路.米国の医療費保障 変わる政策態

度と産業構造.日本医療文化センター.1988. 

4 )印南一路. 日米の医療費の支払方式. 日本製



薬工業協会. 1991. 

5 )印南一路・堀真奈美.米国医療のアカウンタ

ピリティーの概念と動向.会計検査研究.

2001 ; 23 : 33 -51 

6 )遠藤久夫.マネジドケアの基本特性とその功

罪.医療と社会. 1999; 8 -4 : 7 -20. 

7)亀田俊忠.マネジドケアの現状と日本への適

用の可能性.医療と社会. 1999; 8 -4 

21-40. 

8)川淵孝一.米国におけるマネジドケアの現状

と課題.医療と社会. 1999; 8 -4 : 53 -72. 

9 )田中滋.マネジドケアの本質と要素.医療と

社会. 1999; 8 -4 : 1 -6 . 

10)田村誠.米国の公的医療保障に導入されるマ

ネジドケア.医療と社会. 1999; 8 -4 

73-88. 

ll)田村誠.マネジドケアで医療はどう変わるの

か.医学書院. 1999. 

12)西田在賢.マネジドケア医療革命.日本経済

新聞社. 1999. 

13)広井良典.医療改革とマネジドケア.東洋経

済社. 1999. 

14)広井良典.医療保険改革の構想.日本経済新

聞社. 1997. 

15)堀真奈美.医療費支払方式が医療システムに

与える影響一米国の経験.公共政策学会年報.

2000: 1 -14. 

16)堀真奈美.医療サービスの質と第三者評価に

関する考察.公共政策研究.有斐閣. 2001: 

200 -214. 

17) AAHP. Mastectomy length of stay : 

Information and Analysis March. 1998. 

18) Angus.D. The E旺'ectof Managed Care on 

ICU Length of Stay. J ournal of the 

American Medical Association. 1996; 276. 

米国医療市場の環境変化とマネジドケア 81 

Services. Hospital and Health Networks. 

1995; 69 : 26-34. 

20) Arrow. K. Uncertainty and the Welfare 

Economics of Medical Care. American 

Economic Review. 1963; 53 -5 : 941 -973. 

21) Arrow. K. The welfare economics of 

medical care. Health Economics. 1973: 

13-48. 

22) Arrow. K. Government decision making and 

the precariousness of life. Ethics and 

Medical Care. 1984 

23) Barger. SD. The PPO Handb∞k Gaithersburg， 

MD: Aspen Publishers. 1985 

24) Blomquist.A. The Doctor as a double 

agent: Information asymmetry， hea1th 

insurance and medical. Journal of Health 

Economics. 1991; 10 : 411 -432. 

25) Buchmueller and Feldstein. Consumer冶

sensitivity to health plan premiums : 

Evidence from a natural experiment in 

California. Health Affairs. 1996; 15 -1 

143-158. 

26) Buchmueller and Feldstein. The effect of 

price on switching among hea1th plans. 

Journal of Health Economics. 

27) 1997; 16 -2 : 231 -247. 

28) CBO. Trend in health care spending by the 

private sector， CBO paper. 1997; 4. 

29) Conrad et al. Vertical structures and 

control in health care markets: A 

conceptual仕ameworkand review. Medical 

Care Review. 1988; 45 -1 : 49 -100. 

30) Davis， K. Economic theories of behavior in 

ncnpro自tprivate hospitals. Economic and 

己usinessBul1etin. Temple University. 

19) Appleby.C. The Measure of Medical 1972 



82 医療経済研究 vo1.10 2001 

31) Davis， K. et al. Choice Matters for 

Consumers， Health Affairs，1995; 4 

(Summer) 

32) Debrock and Arnould. Utilization Control in 

HMOs. Quarterly Review of Economics and 

Finance. 1992; 32 -3 : 31 -53. 

33) Donabedian. Promoting Quality through 

Evaluating Patient Care. Medical Care. 

1968; 6 -1. 

34) Donabedian. The Di五nitionof Quality and 

Approaches to its assessment. Health 

Administration Press. 1980 

35) Donabedian. responsibilities in quality 

assurance. Quality Assurance in Health 

Care 1989 ; 11 -1 

36) Dowd and Feldman. Premium elasticities 

of health plan choice. Inquiry. 1994; 31 : 

438-44. 

37) Dowd and Feldman. Managed Care & 

Changing Health Care Markets. The AEI 

Press. Washington D.C. 1998 : 24 -54 

38) Employee Benefit Research Institute. 

Access to Health Care and Satisfaction. 

Notes. 1998; 19: 4 (April) 

39) Enthoven. A. Managed competition : an 

agenda for action. Health Affairs. 1988; 

7 -3 : 25-47. 

40) Enthoven. A. A consumer-choice health 

plan for the 1990s. The New England 

Journal of Medicine. 1989; 320 -1 : pp. 

29-37. 

41) Epstein. et al. The use of ambulatory 

testing in prepaid and fee-for-service group 

practices. The N ew England J ournal of 

Medicine. 1986; 314 -17 : 1089 -1094. 

42) Every.N. Cannon.P et al. Influence of 

insurance type on the use of procedures. 

medications and hospital outcome in patients 

with unstable angina : Results from the 

GU ARANTEE registry. J ournal of the 

American College of Cardiology. 1998; 32-

2 : 7 -392. 

43) Fama.T. et al. Do HMOs Care for the 

Chronically凹. Health Affairs. 1995; 14 

44) Fama and Bemstein. A comparison of 

physician and hospital use among the 

nonelderly covered by HMOs and indemnity 

insurance. Medical care research and 

review. 1997; 54-2 : 239-54 

45) Farley. D.E. Competition among hospitals: 

Market structure and its relation to 

utilization， costs and financial position. 

Research Note 7. Hospital Studies 

Program. National Center for Health 

Services Research and Health Care 

Technology Assessment. 1985 

46) dman and Dowd. Premium elasticities of 

health plan choice. Inquiry. 1994; 31-

4 : 438-444. 

47) Feldman et al. Effects of HMOs on the 

creation of competitive markets for hospital 

services. J ournal of Health Economics. 

1990; 9 -2 : 207-222. 

48) Feldman et al. The demand for 

employment-based health insurance plans. 

Journal of Human Resources. 1989; 24-

1 : 115-42. 

49) Feldstein. P.J. Health Care Economics (5th 

ed). Delmar. 1999. 

50) Fronstin. P. Physician practice in a dynamic 

environment : implications for the health 

care system. EBRI Issue Brief. 1995; 



162: 1 -19. 

51) Fuchs and Kramer. Determinants of 

expenditures for physicians' services in the 

United States 1948 -1968. Paper Series. 

National Bureau of Economic Research. 

1973 

52) Gold. et al. Behind the curve : A critical 

assessment of how little is known about 

arrangements between managed care plans 

and physicians. Medical Care Research and 

Review. 1995; 52 : 307 -341. 

53) Greenfield S et al. 1995. Outcomes of 

Patients with Hypertension and Non-insulin-

dependent Diabetes Mellitus Treated by 

Di妊erentSystems and Specialists : Results 

from the Medical Outcome Study. JAMA. 

1995; 274-18 : 1436-1444 

54) Hammes and W e bster. Professional ethics 

and managed care in dermatology. 

Archives of Dermatology. 1996; 132 -9 

1070-1073. 

55) Held.Philip and M Pauly. Competition and 

efficiency in the end stage renal disease 

program. Journal of Health Economics. 

1983; 2 -2 : 95 -118 

56) Hellinger.F. The Effect of Managed Care on 

Quality. Arch Intern Med. 1998; 158-

8 : 833-841 

57) Hillman et al. How do financial incentives 

a旺ectphysicians' clinical decisions and effect 

宣nancialperformance of health maintenance 

organizations? The New England Journal 

of Medicine. 1989; 321 -2 : 86 -92. 

58) Hillman.A.L. Financial incentives for 

physicians in HMOs. The New England 

Journal of Medicine. 1987; 317 -27 : 1743-

米国医療市場の環境変化とマネジドケア 83 

1748. 

59) Hlatky et al. Diagnostic test use in di宜erent

practice settings : A control comparison. 

Archives of Internal Medicine. 1993; 143 : 

1886-1889. 

60) John E. Ware Jr. et al. Differences in 4 -

year health outcomes for elderly and poor. 

chronically ill patients treated in HMO and 

fee-for-service systems. Journal of American 

Medical Association. 1996; 276 -13 : 

1039-1047. 

61) Joskow. P.]. The e百ectsof competition and 

regulation on hospital bed supply and the 

reservation quality of the hospital. Bell 

Journal of Economics. 1980; 11-2 : 421-

447. 

62) Kane.N.M. Pharmaceutical cost containment 

and innovation in the United States. Health 

Policy. 1997; 41 :S71-S89. 

63) Kao et al. The relationship between method 

of physician payment and patient trust. 

J ournal of the American Medical 

Association. 1998; 280 -19 : 1708 -17l4. 

64) Lee. M.L. A Conspicuous Production 

Theory of Hospital Behavior. Southern 

Economic Journal. 1971; 38 : 48 -58. 

65) Lewing Group LLC. Managed Care Savings. 

1997 

66) Levit. K. et al. National Health 

Expenditures in 1997 : More Slow Growth. 

Health A宜'airs. 1998; 17 (Nov /Dec) 

67) Lichtenstein R et al. HMO Marketing and 

Selection bias. Medical Care. 1992; 30-

4: 329-346 

68) Long et al. Employee premiums， availability 

of alternative plans and HMO disenrollment. 



84 医療経済研究 vo1.10 2001 

Medical Care. 1988; 26 -10 : 927 -38. 

69) Luft and Maerk. Competitive potential of 

hospitals and th位 neighbors.Contemporary 

Policy Issues. 1984 -85 ; 3 : 89 -102. 

70) Luft et al. The role of specialized clinical 

services in competition among hospitals. 

Inquiry. 1986 ; 23 : 83 -94. 

71) Manning. et al. A controller trial of the 

effect of a prepaid group practice on use of 

services 2. The New England Journal of 

Medicine. 1984; 310 -23 : 1505 -1510. 

72) Martin et al. E旺ectof a gatekeeper plan on 

health services use and charges:A 

randomized trial. American Journal of 

Public Health. 1989; 79 : 1628 -1632. 

73) Melnick and Zwanziger. Hospital behavior 

under competition and cost containment 

policies. Journal of the American Medical 

Association. 1988; 260 -18 : 2669 -2675. 

74) Melnick et al. The effects of market 

structure and bargaining position on hospital 

prices. Journal of Health Economics. 

1992; 11-3 : 217-233. 

75) Miller and Luft. Managed care plan 

performance since 1980. JAMA. 1994; 

271 -19 : 1512 -1519. 

76) Miller and Luft. Does Managed Care Lead 

to Better or Worse Quality of Care? Health 

A宜airs. 1997; 16-5 7 -25 

77) Murry et al. Ambulatory testing for 

capitation and fee-for-service patients : 

Relationships to outcomes. Medical Care 

Research and Review. 1992; 30 : 252 -261. 

78) National Research Corporation. Health Care 

Market Surveys. 1998 (Sept) 

79) Nelson et al. Access to Care in Medicare 

HMOs. 1996. Health A旺'airs. 1996; 16 

80) Newhouse. ]. P. A model of physician 

pricing. Southern Economic Journal. 

1970; 37 : 174-183. 

81) Ni. H. et al. Managed Care and Outcomes 

of Hospitalization Among Elderly Patients 

with Congestive Heart Failure. Archives of 

Internal Medicine. 1998; 158 

82) Paris et al. Ethical and legal issues in the 

intensive care. Journal of Intensive Care 

Medicine. 1997; 12 -6 : 293 -309. 

83) Pauly and Redisch. The not-for-profit 

hospital as a physician's cooperative. 

American Economic Review. 1973; 63 : 

87-99. 

84) Potsky et al. Breast Cancer Survival and 

Treatment in Health Maintenance 

Organizations and Fee-for-Services Settings. 

Journal of the National Cancer Institute. 

1997; 89. 

85) ProP AC. Medicare and the American 

Health Care System: Report to the 

Congress. Washington.D.C. 1996 

86) Rice. R. G. Analysis of the hospital as an 

economic organism. The Modern Hospital. 

1966; 106. 

87) Riley. et al. Stages of Cancer at Diagnosis 

for Medicare HMO and Fee-for-Services 

Enrollees. the American Journal of Public 

Health. 1994; 84 (Oct) 

88) Riley G et al. Health Status of Medicare 

Enrollees in HMOs and Feeイ0子Servicein 

1994. Health Care Financing Review. 

1996; 17-4 : 65-76 

89) Riley G et al. Stage at diagnosis and 

treatment patterns among older women 



with breast cancer : An HMO and fee-for-

service comparison Journal of the American 

Medical Association. 1999; 281 -8 : 720-

726. 

90) Ritzwoller. D. P. Isuues in Managed Care. 

A Bell & Howell Company. Michigan. 1998 

91) Robinson and Luft. Competition and the 

cost of hospital care : 1972 -1982. Journalof 

the American Medical Association. 1987; 

257 -23 : 3241 -3245. 

92) Robinson and Luft. The impact of hospital 

market structure on patient volume. 

average length of stay. and cost of care. 

Journal of Health Economics. 1985; 4 -

4 : 333-357. 

93) Robinson. ].C. Physician司hospitalintegration 

and the economic theory of the firm. 

Medical Care Research and Review. 1997; 

54-1 : 3 -24. 

94) Robinson. ].C. Hospital Quality Competition 

and the Economics of Imperfect 

Information. The Milbank Quarterly. 

1988; 66-3 : 465-481. 

95) Robinson. J. and Gardner. 1. Adverse 

Selection Among Multiple Competing 

HMOs. Medical Care. 1998; 33 (DEC). 

96) Sachs Group. Sachs/Scarborough Health 

Plus 1997. 

97) Seidman et al. Review of Studies that 

compare the Quality of Cardiovascular Care 

in HMO Versus Non-HMO Settings. Medical 

Care. 1998; 36 

98) Simon. Carol ]. et al. The Provision of 

Primary Care : Does Managed Care Make a 

Difference? . Health Affairs. 1997; 16-

6 : 89-98 

米国医療市場の環境変化とマネジドケア 85 

99) Stern R et al. Coparison of Length cif Stay 

and Costs for Health Maintenance 

Organization and Fee-for-Service Patients. 

Arch Inter Med. 1989; 149 : 1185 -1188 

100) Simon et al. Managed Care & Changing 

Health Care Markets. The AEI Press 

Washington D.C. 1998: 95 -120. 

101) Smith. S.. et al. The Next Ten Years of 

Health Spending : What Does the Future 

Hold? Health A宜'airs. 1998; Sept/Oct 

102) Smith. D. The Effects of Preferred 

Provider organizations on Health Care Use 

and Costs. Inquiry. 1998; 34 Winter 

103) Thom and Campbell. Patient-Physician 

trust : An exploratory study. Journal of 

Family Practice. 1997; 44 -2 : 169 -176. 

104) Ware J. Comparison of Health Outcomes 

at a health Maintenance Organization with 

those of fee-for-service care. Lancet. 

1986; 3 -May : 1017 -1022 

105) Welch.W.P. The elasticity of demand for 

health maintenance organizations. Journal 

of Human Resources. 1986; 21 : 252 -266. 

106) Wilson and Jadlow. Competition， profit 

incentives and technical efficiency in the 

provision of nuclear medicine services. Bell 

Journal of Economics. 1982; 13 : 472 -482. 

107) Wickizer and Feldstein. The impact of 

HMO competition on private health 

insurance premiums. 1985 -1992 Inquiry. 

1995; 32-3 : 241-251 

108) Yelin. E. at el. Health Care Utilization and 

Outcomes Among Persons with Rheumatoid 

Arthritis in Fee-for-Services and Prepaid 

Group Practice Settings. Journal of the 

American Medical Association. 1996; 276. 



86 医療経済研究 vo1.10 2001 

109) Zwanziger and Meirowitz.Managed Care & 

Changing Health Care Markets. The AEI 

Press. Washington D.C. 1998: 77 -94. 

110) Zwanziger and Melnick. The effects of 

hospital competition and the Medicare PPS 

program on hospital cost behavior in 

California. Journal of Health Economics. 

1988; 7 -4 : 301-320. 

著者連絡先

〒252-0816

神奈川県藤沢市遠藤5322

慶鷹義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程

堀真奈美

TEL.0466 -47 -5111 

〒252-0816

神奈川県藤沢市遠藤5322

慶磨義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

印南一路

TEL.0466 -47 -5111 



米国医療市場の環境変化とマネジドケア 87 

The impact of the Managed Care System on the 
US health care market 

Manami Hori， M.M.G. * 1 

Ichiro Innami， Ph. D. * 2 

Achieving the cost efficiency of health care while assuring its quality has been one of the 

most important issues in industrialized countries. "Managed Care System (MCS)" in the 

US， which aims to achieve the above objective by giving the financial risks and economic 

incentives to health care providers， has drawn a broad attention as a viable policy option 

and spread quickly all over the US Concern for MCS has also been growing rapidly 

throughout the world in recent years. 

Reflecting the above situation， there are thousands of articles about the MCS， whose 

quality vary from a mere description to a multivariate analysis of its impacts on health 

care quality and costs. Also， as the MCS has spread as a health care system， the MCS itself 

produced its variations， absorbing the traditional hea1th care providing and insuring 

mechanisms. As a result， the definition and evaluation of the MCS became very elusive 

and confusing. 

The aim of this thesis is to (1) explore the concept of the Managed Care System， and (2) 

examine the impact of the MCS on the US health care system with a focus on hea1th care 

costs， by systematically and thoroughly reviewing the past academic studies on the MCS， 

hereby providing policy makers and interested parties with a baseline for meaningful 

discussion. 

[key wordsJ Managed Care， US Health Care System， Health Care Market， 

Literature Review 
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