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巻頭亘 3 

21世紀の社会保障制度の理念

田中滋*

社会を成り立たせている制度には、しばしば時代の思想が込められている。 20世紀型社会保障制度は、

第 2次大戦後における社会状況ゆえに、どうしても「弱者保護」の色彩を否定できなかった。では、 21

世紀の社会保障、取り分け医療・介護等のサービス利用にかかわる制度の背景として、われわれはどの

ような理念をもちえるのだろうか。

筆者は、すべての住民の「参加と自己実現を支える社会的連帯」こそ、今後の社会保障制度の基礎に

おくべき理念だと考える。この立場は、各主体(①個人、②家計・企業 .NPO等の組織、③自治体)

の自立を重視する。その際、市場経済メカニズムが役立つ場合は積極的に活用すべきである。ただし、

市場経済よりも上位の目的概念たる「参加と自己実現」を支援するための社会的連帯に高い価値を置く。

その具体的手段が、選別的ではない、住民全体を対象とする普遍的な社会保障制度に他ならない。

こうした理念を背景にもつ社会保障制度は、貧しくなってからようやく救いの手を差し伸べる「救貧」

のセイフテイ・ネット機能ではなく、人々に安心感を与える「防貧」の機能を果たすはずで、ある。また、

高齢者も連帯に加わるべく、若年層と同様、経済力に応じた適切な税・保険料負担が求められる。さら

に、住民主権の地方分権も推し進められていくだろう。

社会保障を語る際には、技術論と共に、思想を問う姿勢を忘れてはならない。

* 慶慮義塾大学経営大学院教授
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論文

健康保険組合における老人医療費の

負担指標に関する研究
馬場園明*1 

山本英二*2 

津田敏秀*3 

三野善央*4

わが国の健康保険組合の財政状況は老人医療費の高騰と不況によって悪化している。この研究は健康保検組合の老人医
療費の負担指標に影響を与える組合特性を明らかにすることを目的とする。対象は1996年に健康保険組合連合会に加盟し
ている1，816組合とした。老人医療費の負担指標としては、老人 1人当り入院医療費、外来医療費、医療費および被保険

者1人当り老人保健拠出金とした。
老人医療費の負担指標によって関連する組合特性および関連の大きさは異なっていた。扶養率と被保険者 1人当り老人

保健拠出金との関連は強く、重回帰分析における標準化偏回帰係数は0.598であった。被保険者 1人当り老人保健拠出金
は、保険者の老人 1人当り医療費と扶養率に比例する。保険者が病弱で高齢の老人や被扶養者を抱えれば、被保険者 1人
当り老人保健拠出金を削減することは困難である。現在の老人保健拠出金制度によって不公正な再分配が起こっている。

キーワード老人保健拠出金、老人医療費、健康保険組合、医療保険、医療保障

， .はじめに

わが国の国民皆保険制度は昭和36年に発足した

が、公的保険制度でありながら、国民健康保険、

政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合

などさまざまな保険制度が混在しており、その給

付や自己負担に差がある。また、国庫から国民健

康保険や政府管掌健康保険に補助を行ったり、各

保険から老人保健拠出金として老人医療費を負担

しているように、保険制度に再分配の制度も内在

している。

* 1 九州大学健康科学センタ一助教授

* 2 岡山理科大学総合情報学部数理情報学科教授

*3 岡山大学医学部衛生学教室講師

*4 岡山大学医学部衛生学教室助教授

老人保健拠出金制度は、昭和58年に施行された

老人保健法にもとづくもので、保険者は被保険者

あるいは被扶養者として所属する老人の医療費を

直接償還するのではなく、老人保健拠出金として

老人保健制度に拠出することになっている 1)。老

人の医療等の費用については、老人の負担する一

部負担金を除いた部分について国が10分の 2、地

方公共団体が10分の 1 (都道府県及び市町村が

各々 10分の0.5) を負担し、医療保険各法の保険

者が10分の 7を拠出することとなっている 1)。老

人保健拠出金の算定方法 1)は複雑であり、調整対

象外医療費の制度や老人加入率の上限および下限

についても考慮する必要がある。しかし、各保険

者が負担する老人保健拠出金は、当該保険者の 1

人当りの老人医療費に当該保険者の加入者総数と
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全保険者の老人加入率を乗じた額が基本となって

いる 2)。したがって、同じ規模の組合であれば、

所属する老人の 1人当りの老人医療費が高ければ

高いほど、扶養率が高ければ高いほど老人保健拠

出金は高くなる 2)。

老人医療受給対象者数は昭和58年度は749万人

であったが平成10年度は1，361万人となり、老人医

療費は昭和58年度3兆3，185億円であったが、平成

10年度は 10兆8，932億円となった1)。それに伴い、

組合管掌健康保険における老人保健拠出金も増加

しており、平成10年度は 1兆7，106億円と保険料収

入の29.6%を占めるほどになっており、財政を圧

迫している九平成10年度においては赤字組合が

966組合 (53.9%)であった 3)。平成10年度は平成

9年に行われた健康保険法等改正の影響で前年度

よりも財政は若干改善したが、平成11年度以降は

再び大幅な赤字となることが予想されている 3)。

筆者らは、組合管掌健康保険における老人保健

拠出金の研究を、健康保険組合連合会が毎年公表

している事業年報をもとに行ってきた。「老人医療

費拠出金の健康保険組合の財政に与える影響J4) 

では、昭和62年度のデータをもとに健康保険組合

の財政に最も影響を与える指標は、被保険者 1人

当り老人医療費拠出金を被保険者 1人当り保険料

で除した老人拠出金負担率であり、経常収支の分

散の55.2%を説明しえたことと、老人拠出金負担

率に影響を与える組合特性は、扶養率、平均報酬

月額、地域、老人加入率、平均年齢で、あったこと

を報告した。また、扶養率が高いほど、平均報酬

月額が低いほど、老人加入率が低いほど、平均年

齢が高いほど老人拠出金負担率が高くなっている

こと、西日本が東日本よりも負担率が高いことを

報告した。また、同じデータを用いて、「小規模

健康保険組合に重い負担となる老人医療費拠出金

制度J5)では、老人医療費拠出金が著しく高い組

合には、規模の小さな組合が多く含まれ、運営の

健全化では解決されえない構造上の問題となって

いることを報告した。なお、財政規模の小さい組

合保険者の拠出負担が高くなることについては勝

又も報告している 6)。

"The effect of a redistribution system for 

health care for the elderly on the financial 

performance of health insurance societies in 

]apan"2)では、筆者らは平成 4年度の健康保険組

合のデータを用いて、老人保健拠出金と健康保険

組合の規模との関連、老人拠出金が組合の財政に

及ぼしている影響の程度およぴ老人保健拠出金と

関連がある組合特性を明らかにした。老人保健拠

出金の経常収支に対する標準化偏回帰係数は

-0.77であり、老人保健拠出金が増加すれば健康

保険組合にとって大きな財政負担になることを定

量的に示した。また、老人保健拠出金に関わる重

回帰分析の結果、標準化偏回帰係数の絶対値が0.1

を越えた変数は、平均年齢、平均標準報酬月額、

扶養率、老人加入率、事業主および被保険者保険

料率であり、老人加入率のみが負の偏回帰係数を

示し、他の変数は正の偏回帰係数をしていたこと

を報告した。これらの結果により、老人保健拠出

金は健康保険組合の構造的な特性によって影響を

受けており、老人保健拠出金の算定式は改善され

るべきであると結論した。

さらに、「老人医療費の健康保険組合間格差J7) 

では、平成 6年度の事業年報のデータを用いて、

健康保険組合の老人 1人当り医療費の組合間格差

をもたらす重要な項目は老人 1人当り入院医療費

であり、老人 1人当り医療費に対する標準化偏回

帰係数は0.76であることを明らかにした。また、

1人当り入院医療費に対する入院受診率と l件当

り入院医療費の標準化偏回帰係数は、それぞれ、

0.93、0.37であることから、入院受診率の格差が

組合間の老人医療費に大きな影響を与えると結論

した。



安部は、平成 7年度の健康保険組合事業年報の

データを用いて、個々の健康保険組合での老人1

人当り医療費には健康保険組合間で大きな差があ

り、それが高い組合では健康保険料率が高く設定

される場合もあることを示している 8)。また、こ

の研究で老人 1人当り医療費に影響する組合特性

が、筆者らが報告2)した被保険者 1人当り老人保

健拠出金と関連する組合特性とは異なるという報

告もしている。とりわけ老人 1人当り医療費と扶

養率が関連していないことが強調された。

被保険者 l人当り老人保健拠出金は、算定式で

は老人 1人当り医療費にその組合の扶養率に 1を

加えた変数を乗じた額に比例する 8)。したがって、

老人保健拠出金には事務等別途の負担や特別調整

制度、概算拠出金と確定拠出金を調整する制度が

あるとはいえ、被保険者 1人当り老人保健拠出金

と扶養率が正の相関をするのは当然である。一方、

老人 1人当り医療費と扶養率とは本来独立の変数

であるが、これらの変数聞に関連があるのかどう

かを検討することは意義のあることである。「要

介護老人が、嫁や娘によって介護されることが多

い現状を考えると、要介護老人が同居者として被

扶養者になっている場合には、それに伴って、配

偶者もしくは家族の一員が仕事に就けなくなって

いるとも考えられ、要介護老人が被扶養者になる

と、 1人当たり老人医療費が高くなる上に、扶養

率も高くなる」りという筆者らの仮説を検証する

ことになるからである。

そこで、今回の研究では老人 1人当り医療費に

影響を与える組合特性についても明らかにするこ

とにした。老人 1人当り医療費については老人 1

人当り入院医療費と老人 1人当り外来医療費が重

要であるが、これらに影響を与える要因は異なる

ことが報告されている 9)、 ω。また、健康保険組合

の老人医療費の負担を示す指標としては実際に保

険料を支払っている被保険者1人当りの老人保健

健康保険組合における老人医療費の負担指標に関する研究 7 

拠出金が最も適切である。前回の研究2)でも被保

険者 l人当りの老人保健拠出金と組合特性の関連

を明らかにしているが、その後、老人 1人当たり医

療費は上昇しており、老人保健拠出金の算定にお

いて老人加入率の上限も引き上げられているため

1)、新たな検討が必要となっている。

そのため、今回は健康保険組合における老人医

療費の負担指標として、老人 1人当り入院医療費、

老人 1人当り外来医療費、老人 1人当り医療費、

被保険者 1人当り老人保健拠出金を選ぴ、それら

に影響を与える組合特性を明らかにすることを目

的として研究を行った。

2.対象と方法

(1)調査対象

調査対象は組合管掌健康保険の連合組織である

「健康保険組合連合会」に加入し平成 8年度の健

康保険組合事業年報ωlこデータが掲載されている

全組合1，816組合とし、そのデータを解析した。な

お、入院時食事療養費のデータに外れ値が含まれ

ていたため、そのデータをmissingdataとして扱

った。そのため、老人 1人当り医療費の解析に関

しては、 1，815組合が対象となった。

なお本論で用いている「老人」は、老人保健制

度の対象者である70歳以上の者、又は65歳以上70

歳未満で、老人保健法施行令別表第一に定める程

度の障害の状態にある旨の市町村長の認定を受け

た者1)である。「老人Jという単語は法定の用語

であるか、あるいは指標に含まれる場合のみ用い、

その他では同様の定義で「高齢者」という単語を

用いた。

(2)老人医療費の負担指標

平成 8年度の健康保険組合事業年報に、老人 1

人当り入院医療費、老人 1人当り外来医療費、老
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人1人当り医療費は、それぞれ掲載されている。

老人 1人当り医療費は、老人 1人当り入院医療費、

外来医療費、歯科医療費、薬剤支給費、入院時食

事療養費、施設療養費、老人訪問看護費、医療費

の支給等を加えた額である。被保険者 1人当り老

人保健拠出金は、事業年報に記載されている各組

合の老人保健拠出金を被保険者数で除すことによ

って得た。

(3)解析手順

まず、老人医療費の負担指標および組合特性の

平均値、標準偏差、変動係数を求めた。次に組合

特性問の相関を明らかにした。さらに、老人医療

費の負担指標と組合特性問の相関係数を計算し

た。最後に、老人医療費の負担指標を目的変数と

して、組合特性を説明変数として、強制投入法で

重回帰分析を行った。目的変数と説明変数との関

連の強さの指標としては標準化偏回帰係数を、モ

デルの適合性の指標としてはR2 (寄与率)を用

い、それぞれの検定には、 T検定、 F検定を行っ

た。有意水準は0.05に設定した。なお、統計解析

にはSPSSのPC版及びSASのPC版を用いた。

(4)組合特性

健康保険組合における老人医療費の負担の指標

に影響を与える組合特性として、扶養率(扶養者

数/被保険者数)、老人加入率(老人加入者数/

全加入者数)、被保険者の平均年齢、被保険者の

平均標準報酬月額、被保険者総数を選択した。前

回の研究 2)、りでは性比も組合特性に含めていた

が、今回は老人 1人当たり医療費と扶養率の関連

が焦点となっているため、扶養率、被保険者の平

均年齢、平均標準報酬月額とも関連が深い性比を

組合特性から除外し、多重共線性の問題を避ける

ことにした。また、前回の研究2)では被保険者 1

人当りの老人保健拠出金に関連する組合特性とし

て保険料率もモデルに組み入れた。これによって、

保険料率でコントロールした上での被保険者 1人

当りの老人保健拠出金に与える組合特性との関連

が明らかとなった。また、被保険者 1人当りの老

人保健拠出金と保険料率とが関連していることか

ら、老人保健拠出金が高くなれば保険料率が高く

なると考察した 2)。しかし、今回の研究では老人

1人当り医療費と組合特性との関連を定量的に明

らかにすることも目的としているので、保険料率

を除外した。老人 1人当り医療費が高いために保

険料率が高くなる場合、保険料率を説明変数に加

えると、組合特性の老人医療費の負担指標への影

響を過小評価する可能性があるからである。

この研究では原則として地域特性は説明変数と

して加えなかった。地域特性は老人 l人当り医療

費に影響を与えるのことはすでで、に多くの報告9)凶

Iω4叫) .2ω1υ)がある。しかし、全国に営業所をもっ企業

の健康保険組合の被保険者は全国各地で医療を受

ける。その場合、健康保険組合の所在地を組合特

性として考えれば誤分類を生じる。安部は県別の

地域的な要因をコントロールするために、県別の

老人 1人当り医療費の高い)1慣に全国の都道府県を

5つのグループに分け、ダミー変数を用いて組合

の老人 1人当り医療費への関連を重回帰分析で明

らかにしている 8)。しかし、老人 1人当り医療費

を目的変数として、老人 1人当り医療費で分類し

た地域変数を説明変数として用いれば、地域変数

と組合特性との聞に関連があれば、組合特性と老

人1人当り医療費との関連を過小評価する可能性

もあるとも考えられる。それを検証するために、

この研究では老人 1人当り医療費に関する分析で

は、安部の論文8)と同様の地域変数を組合特性と

して組み入れた分析も行った。

(5)解析に関する重みと組合特性の変換

健康保険組合の規模で重みをつけるかどうかは



目的によって異なる。小規模組合を重視したり、

一つ一つの組合の立場に立てば重みをつける必要

はない。今回の研究では健康保険組合全体の立場

をとり、すべての解析において健康保険組合の規

模の指標として被保険者数によって重み付けを行

った。また、被保険者数は対数正規分布をとるた

めに常用対数による変換を行った。

なお、安部の論文では老人 l人当り医療費を目

的変数とした分析では、各健保の老人加入数でウ

エイト付けがなされたとしている 8)。また、目的

変数である老人 1人当り医療費を対数変換してい

るため、乗数モデルになっていることに注意が必

要である注1。

3.結果

表 1に老人医療費の負担の指標の基本統計を示

した。老人 1人当り入院医療費、老人 1人当り外

来医療費、老人 1人当り医療費、被保険者 1人当

り老人保健拠出金の平均値(標準偏差)は、それ

ぞれ328，747(68，408)円、 271，923(29，542)円、
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741，172 (98，838)円、 96，969(23，368)円であった。

老人 1人当り入院医療費は老人 1人当り医療費の

44.36%、老人 l人当り外来医療費は老人 l人当り

医療費の36.69%であり、この 2項目で全体の

81.05%を占めた。老人 1人当り入院医療費、老人

1人当り外来医療費、老人 1人当り医療費、被保

険者 1人当り老人保健拠出金の変動係数は、それ

ぞれ、 0.21、0.11、0.13、0.24であった。

表 2に組合特性の基本統計を示した。扶養率、

老人加入率、平均年齢、標準報酬月額、被保険者

数の平均値(標準偏差)は、それぞれ、1.06

(0.27)、2却(1.14)、38.95(3.11)歳、 35.75(5.62) 

万円、 4.30(0.56)であった。扶養率、老人加入

率、平均年齢、標準報酬月額、被保険者数の変動

係数は、 0.25、0.40、0.08、0.16、0.13であった。

表3に組合特性聞の相関係数を示した。扶養率

は他のすべての組合特性と統計的に有意な関連が

あり、老人加入率、平均年齢、平均標準報酬月額、

被保険者数との相関係数は、 0.278、0.282、

0.638、-0.167であった。老人加入率は、平均年

齢、被保険者数と統計的に有意な関連があり、相

表 1 老人医療費の負担指標の基本統計

N=1816， @ ; N=1815 

変数 平均値 標準偏差 変動係数

老人I人当り入院医療費 328，747 68，408 0.21 

老人1人当り外来医療費 271，923 29，542 0.11 

老人1人当り老人医療費@ 741，172 98，838 0.13 

被保険者I人当り老人保健拠出金 96，969 23，368 0.24 

表2 組合特性の基本統計

N=1816 

変数 平均値 標準偏差 変動係数

扶養率 1.06 0.27 0.25 

老人加入率 2.89 1.14 0.40 

平均年齢(歳) 38.95 3.11 0.08 

平均標準報酬月額(万円) 35.75 5.62 0.16 

被保険者数 4.30 0.56 0.13 
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関係数は、 0.563、-0.227であった。また、平均

年齢と平均標準報酬月額との関連も統計的に有意

であり、相関係数は0.194であった。

表4に老人医療費の負担指標と組合特性との相

関係数を示した。老人 l人当り入院医療費と統計

的に有意な関連のあった組合特性は、扶養率、老

人加入率、平均年齢、平均標準報酬月額であり、

それぞれの相関係数は、 0.065、-0.174、0.132、

0.135で、あった。老人 1人当り外来医療費と統計的

に有意な関連のあった組合特性は、扶養率、平均

標準報酬月額であり、それぞれの相関係数は、

0.173、0.141であった。老人 l人当り医療費と統

計的に有意な関連のあった組合特性は、扶養率、

老人加入率、平均年齢、平均標準報酬月額であり、

それぞれの相関係数は、 0.117、-0.194、0.116、

0.201であった。被保険者 1人当り老人保健拠出金

はすべての組合特性と統計的に有意な関連があ

り、扶養率、老人加入率、平均年齢、平均標準報

酬月額、被保険者数との相関係数は、それぞれ、

0.678、0.132、0.313、0.520、ー0.085であった。

表5に老人 l人当り医療費を目的変数、組合特

性を説明変数とした重回帰分析の結果を示した。

表3 組合特性聞の相関係数

N=1816 

変数 扶養率 老人加入率 平均年齢 平均標準報酬月額

老人加入率 0.278帥*

平均年齢 0.282帥* 0.563 *帥

平均標準報酬月額 0.638帥* 0.024 0.194 *** 

被保険者数 -0.167帥* -0.227 *帥 -0.128 -0.026 

*吻事;P<O.OOl

表4 老人医療費の負担指標と組合特性との相関係数

N=1816、@; N=1815 

変数 老人 1人当り 老人 1人当り 老人 1人当り 被保険者1人当り

入院医療費 外来医療費 医療費@ 老人保健拠出金

扶養率 0.065料 0.173 *帥 0.117 *帥 0.678料*

老人加入率 -0.174 * 帥 -0.029 -0.194 *帥 0.132 *料

平均年齢 0.132料* 0.036 0.116 *** 0.313帥*

平均標準報酬月額 0.135紳* 0.141帥* 0.201判事 0.520 *** 

被保険者数 -0.003 -0.032 -0.012 -0.085 *** 

判 ;P<O.Ol，..・;P<O.OOl

表5 老人 1人当り入院医療費を目的変数とした重回帰分析の結果

N=1816 

変数 偏回帰係数 標準偏差 標準化偏回帰係数 T値

扶養率 8.662 7.792 0.034 1.112 

老人加入率 -22.365 1.705 -0.371 -13.115 *** 

平均年齢 6.919 0.603 0.315 11.483帥*

平均標準報酬月額 0.735 0.362 0.060 2.029 * 

被保険者数 -4.879 2.796 -0.040 -1.745 

Adjusted R2 = 0.114 F= 47.750 *紳

本;P<0.05，"';P<O.OOl 
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統計的に有意な関連のあった組合特性は、老人加

入率、平均年齢、平均標準報酬月額であり、それ

ぞれの標準化偏回帰係数は、-0.371、0.315、

0.060であった。 AdjustedR 2は0.114であった。

た。統計的に有意な関連のあった組合特性は、扶

養率、老人加入率、平均年齢であり、それぞれの

標準化偏回帰係数は、 0.170、-0.103、0.038であ

った。 AdjustedR 2は0.036であった。

表 6に老人 1人当り入院医療費を目的変数、組

合特性を説明変数とした重回帰分析の結果を示し

表7に老人 1人当り外来医療費を目的変数、組

合特性を説明変数とした重回帰分析の結果を示し

表 6 老人 1人当り外来医療費を目的変数とした重回帰分析の結果

N=1816 

変数 偏回帰係数 標準偏差 標準化偏回帰係数 T値

扶養率 18.562 3.511 0.170 5.287柿 *

老人加入率 -2.689 0.768 -0.103 -3.499紳 *

平均年齢 0.363 0.271 0.038 1.337事

平均標準報酬月額 0.143 0.163 0.027 0.880 

被保険者数 -1.122 1.260 -0.021 -0.891 

Adjusted R2 = 0.036 F= 14.400*** 
市;P<O.05，脚本;P<O.OOl

表 7 老人1人当り医療費を目的変数とした重回帰分析の結果

N=1815 

変数 偏回帰係数 標準偏差 標準化偏回帰係数 T値

扶養率 23.076 11.114 0.063 2.076ホ

老人加入率 -33.837 2.432 -0.389 -13.912 *** 

平均年齢 9.190 0.859 0.289 10.694帥事

平均標準報酬月額 1.979 0.517 0.113 3.831 *** 
被保険者数 -8.684 3.988 -0.049 -2.178申

Adjusted R2 = 0.137 F= 58.647*.* 

*;P<O.05，料市;P<O.OOl

表8 老人1人当り医療費を目的変数とした重回帰分析の結果

(地域をダミー変数で考慮)
N=1815 

変数 偏回帰係数 標準偏差 標準化偏回帰係数 T値

扶養率 -1.331 10.391 -0.004 -0.128 

老人加入率 -23.328 2.355 -0.268 -9.907榊*

平均年齢 8.049 0.797 0.253 10.100帥市

平均標準報酬月額 2.186 0.485 0.124 4.504帥*

被保険者数 -8.617 3.758 -0.049 -2.292 * 

地域 1 82.318 5.258 0.326 15.656柿*

地域2 37.275 7.467 0.105 4.992 *肺

地域4 -45.521 9.011 -0.111 -5.052紳*

地域 5 -73.871 11.100 -0.143 -6.655料率

Adjusted R2 = 0.285 F= 81.159榊 *

事;P<O.05，帥事;P<O.OOl
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た。統計的に有意な関連のあった組合特性は、扶

養率、老人加入率、平均年齢、平均標準報酬月額、

被保険者数であり、それぞれの標準化偏回帰係数

は、それぞれ、 0.063、-0.389、0.289、0.113、

-0.049であった。 AdjustedR 2は0.137であった。

表8に老人 1人当り医療費を目的変数、組合特

性に地域のダミー変数を説明変数に加えた重回帰

分析の結果を示した。統計的に有意な関連のあっ

た組合特性は、老人加入率、平均年齢、平均標準

報酬月額、被保険者数、地域 l、地域2、地域4、

地域 5であり、それぞれの標準化偏回帰係数

は、-0.268、0.253、0.124、-0.049、0.326、

0.105、 -0.111、-0.143であった。 AdjustedR 2 

は0.285であった。

表9に被保険者 1人当り老人保健拠出金を目的

変数、組合特性を説明変数とした重回帰分析の結

果を示した。統計的に有意な関連のあった組合特

性は、扶養率、老人加入率、平均年齢、平均標準

報酬月額であり、それぞれの標準化偏回帰係数は、

0.598、-0.154、0.213、0.102、0.010であった。

Adjusted R 2は0.502であった。

4.考察

(1)研究目的と統計解析

筆者らの健康保険組合のデータを対象とした老

人保健拠出金制度の研究の目的は、各健康保険組

合の老人医療費の負担額は、老人 1人当たり医療

費や扶養率が影響しているために、各健康保険組

合の自助努力では改善しえない構造的な組合特性

によって決定されることを定量的に明らかにし、

老人医療費を国民で公正に負担する制度を構築す

ることに貢献することにある。

老人 1人当り入院医療費の変動係数は、老人 1

人当り外来医療費の変動係数よりも大きく、老人

1人当り医療費の格差が老人 1人当り入院医療費

の寄与による影響が大きいという研究結果7)と一

致していた。また、被保険者 1人当り拠出金の変

動係数は、老人 l人当り医療費の変動係数よりも

大きく、老人保健拠出金によって組合間の負担格

差が大きくなる傾向が認められた。

重回帰分析を行う場合は、多重共線性の問題を

考慮するために、説明変数聞の関連を吟味してお

くことが重要である。扶養率は平均標準報酬月額

と最も高い相関にあり、収入が高い組合ほど扶養

率が高い傾向にあった。経済力があるほど扶養で

きる家族が多くなるのは当然の傾向であると考え

る。扶養率と被保険者の平均年齢とに正の相関が

あったが、これは若いうちは独身で、ある一定の

年齢になると家庭を持つ可能性が高くなるためだ

と思われる。扶養率と被保険者数とは負の相闘が

あり、規模の小さい組合ほど扶養率が高い傾向に

あった。老人加入率と最も大きな相闘があったの

は、被保険者の平均年齢であった。被保険者の平

表9 被保険者 1人当り老人保健拠出金を目的変数とした回帰分析の結果

N=1816 

変数 偏回帰係数 標準偏差 標準化偏回帰係数 T値

扶養率 51.770 2.000 0.598 25.892 *** 

老人加入率 -3.169 0.437 -0.154 -7.257 *** 

平均年齢 1.598 0.154 0.213 10.355 *** 

平均標準報酬月額 0.423 0.093 0.102 4.561 *** 

被保険者数 0.421 0.716 0.010 0.589 

Adjusted R2 = 0.502 F= 367.087料*

***;P<O.OOl 



均年齢が高くなれば親の平均年齢が高い傾向にな

ることが影響していると考えられる。また、夫の

退職後、夫婦で国民健康保険に加入していたもの

の、夫の死亡後残された女性が息子や娘の社会保

険の扶養者に移行する場合があることも、老人加

入率と平均年齢の相関を高くしている可能性もあ

ろう。さらに、高齢者が被保険者となっている場

合は、被保険者の平均年齢を押し上げることにも

なる。老人加入率と被保険者数は負の相関があり、

規模の小さい組合ほど扶養率が高い傾向にあっ

た。平均年齢と平均標準報酬月額が正の相関があ

ったのは我が国の年功序列の賃金体系を反映した

ものであると考えられた。

老人 1人当り入院医療費では扶養率、老人 1人

当り外来医療費では老人加入率、平均年齢、平均

標準報酬月額、老人 1人当り医療費では被保険者

数、被保険者 1人当り老人保健拠出金では老人加

入率で、単回帰分析と重回帰分析の結果で違いで

認められた。しかし、単回帰分析の結果は交絡に

よりもたらされた可能性があるため、重回帰分析

による組合特性の標準化偏回帰係数を老人医療費

の負担指標への関連の強さを示していると考え

る。交絡とは注目している要因が他の要因と関連

しているために、みかけ上関連があるようにみえ

たり、関連が過大評価されたり、過少評価される

ことである沼)。

(2)組合特性と老人医療費の負担の指標との

関連

①扶養率

扶養率は重回帰分析では老人 1人当り入院医療

費との統計的に有意な関連は認められなかった

が、老人 1人当り外来医療費、老人 1人当り医療

費、被保険者 l人当り老人保健拠出金との関連が

認められた。この結果から、扶養率との関連は老

人1人当り外来医療費と老人 1人当り入院医療費

健康保険組合における老人医療費の負担指標に関する研究 13 

では異なることが明らかとなった。扶養率が介護

力の指標となるかどうかについては検証はしてい

ないが、高齢者が入院している場合よりも家庭で

世話したり外来に通院させる方が介護力が必要で

あるとも考えられ、この結果は興味深い。また、

扶養率と老人 1人当り医療費とは重回帰分析で弱

い関連が認められた。これは、扶養率と外来医療

費との関連による影響と考えられる。

老人 1人当り医療費を目的変数とした解析で地

域のダミー変数を加えると老人 1人当り医療費と

扶養率の関連が認められなくなった。これは、安

部の研究8)と同じダミ}変数を用いており、地域

は老人 1人当り医療費で分類しである。目的変数

である老人 l人当り医療費から導き出された変数

を説明変数としているために、扶養率が老人 1人

当り医療費と関連していても影響が過小評価され

たと考えられる。安部の研究結果では地域を説明

変数から除外した分析でも扶養率と被保険者 1人

当り老人保健拠出金の関連は認められなかったと

報告している 8)。今回の研究で、老人 1人当り医

療費を目的変数とした解析で扶養率が有意となっ

ているとはいえ、標準化偏回帰係数は0.063と小さ

く、サンプルサイズが大きいために統計学的には

有意となっていると考えられる。その意味では、

安部の研究結果とそれほど大きな違いがあるとは

いえない。また、国民健康保険のデータを対象に

した解析でも年度によって結果が異なることが報

告12) されており、対象とした年度が異なっていた

ことも考慮する必要がある。

ともあれ、扶養率と老人 1人当り外来医療費の

関連は、標準化偏回帰係数で0.170とそれほど弱く

はない。わが国では要介護老人が同居者として被

扶養者になっている場合には、それに伴って配偶

者もしくは家族の一員が仕事に就けなくなってい

る例が報告却されており、その場合には老人 1人

当り医療費が高くなる上に、扶養率が高くなる傾
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向があること 4)を否定することはできない。

被保険者 1人当り老人保健拠出金を目的変数と

した解析では、扶養率の標準化偏回帰係数では

0.598という大きなものであった。これは扶養率が

その標準偏差である0.27高くなれば、被保険者 1

人当りの老人保健拠出金はその標準偏差の0.598倍

である13，974円高くなることを示したものである。

老人保健拠出金は、当該保険者 1人当り老人医療

費に被保険者数と被扶養者数の合計である当該保

険者加入者数と全国平均老人加入率を乗じた額を

基本式として算定されるために、扶養率の高い組

合が老人保健拠出金が高くなっている。この結果

は老人保健拠出金制度による財政調整によって不

公正な再分配が起こっていることを実証的に示す

ものである。

なお、前回の研究結果では、扶養率と被保険者

1人当り老人保健拠出金の関連は、標準化偏回帰

係数で0.371であった 2)。しかし、これは説明変数

に保険料率を加えており、保険料率が一定である

場合の推定値であった。そのため、老人保健拠出

金が高いために保険料率が高くなっている場合、

扶養率と被保険者 1人当り老人保健拠出金の関連

を過少評価した可能性もあると考えられる。また、

平成 8年度は平成 4年度と比較して、扶養率と被

保険者 1人当り老人保健拠出金の関連が強くなっ

た可能性もあろう。さらに、今回の研究では前回

の研究と異なり組合の被保険者数で重み付けを行

っており、前回の研究に比べ規模の大きな組合の

特性を反映していることも考慮されるべきであ

る。

②老人加入率

老人加入率は、重回帰分析の結果、老人 1人当

り入院医療費、老人 1人当り外来医療費、老人 1

人当り医療費、被保険者 1人当り老人保健拠出金

と負の相関を示した。老人 1人当り入院医療費と

の標準化偏回帰係数は-0.371と老人 1人当り外来

医療費とのー0.103よりも高く違いが認められた。

老人加入率が高くなると老人医療費の負担の指標

が低くなるという結果は、筆者らの過去の研究2) 

でも安部の研究8)でも認められているが、安部は

老人加入率が5%を超える健保で特に老人 1人当

り医療費が低くなっていることによって生じてい

るとしている。このような現象が観察される理由

としては、老人加入率が高い組合では健康な高齢

者が多いか、あるいは老人加入率が高い組合では

高齢者が医療機関の利用を避ける傾向があるかの

いずれかであると考えられる。

筆者らは前者である場合、老人加入率が高い組

合に健康な多数の高齢者が偶然に加入しているこ

とは考えられないので、保険者が健康な高齢者を

加入させる「選択」を行っている可能性を仮説と

して提示した 2)。安部は、健保の被扶養者となる

ためには年収の制限が必要で、あること、第 2に高

齢者は子供と同居する傾向が少なくなっており子

供への経済的依存度は高くないこと、第3にすで

に健康状態が悪化している高齢者の扶養者として

の資格を奪うことは困難で、あるために、保険者が

健康な高齢者を加入させる「選択」を行っている

可能性は小さいとした 3)。ほとんどの健康保険組

合は被扶養者認定の見直しを行っておりベ健康

状態が悪化している高齢者であっても扶養者とし

ての条件を満たさないことが判明すれば、扶養者

としての資格を奪うことは可能である。また、以

前の論文4)で「夫の退職後、夫婦で国民健康保険

に加入するものが多いが、夫の死亡後、残された

女性が息子や娘の社会保険の被扶養者に移行する

場合が多いため、国民健康保険の被保険者となる

老人に比べて、被用者健康保険の被扶養者となる

老人の方が、より高齢であり、入院の頻度も高い

との報告紛がある」ことを紹介した。年齢が高く

健康状態が悪化している高齢者が、扶養者として



の認定を受ける場合、資格審査が厳しくなる可能

性も否定できない。しかしながら、今回のデータ

で「選択」がどの程度行われているかを検証する

ことはできない。

一方、老人加入率が老人医療費の負担の指標と

負の関連をしている理由として、老人加入率が高

い組合では高齢者に対する事業の効率が良いた

め、高齢者の医療費の削減に成功しているためで

あるとも考えることもできる。健康保険組合では

医療費の通知の他、高齢者への訪問指導などを行

っているが2ペ老人 1人当り医療費にどのような

影響を与えているかは明らかとなっていなし、国

保中央会は、訪問指導前後の医療費を比較すると、

訪問指導後の 1月当り点数は全体で約 3%、多受

診で約 8%の減少傾向を示し、「訪問指導が老人

医療費に与える影響は大きいことが示唆された」

と結論している初。

また、老人保健対象者の実態調査と訪問指導に

より、大幅に老人保健拠出金の削減に成功した健

康保険組合もある。その報告によれば、組合に加

入している老人保健対象者の入院、在宅の別、入

院理由を調査した後、老人保健拠出金を削減する

ために高齢者の訪問指導のための保健婦を採用

し、目的をしっかり伝えて結果をだすようお願い

したとある却。

今回の研究結果では、老人加入率との負の関連

は、老人 1人当り外来医療費よりも老人 1人当り

入院医療費が大きい傾向にあった。老人 1人当り

入院医療費は、老人1人当り外来医療費よりも高

額であり、社会的入院の高齢者も存在するために、

訪問指導は外来医療費よりも入院医療費を削減す

る努力を行った結果ではないかとも考えられる。

しかしながら、老人加入率と医療費負担の指標と

の負の関連を明らかにするためには、よりミクロ

レベルの研究が必要である。

なお、老人 1人当り医療費を目的変数とした解
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析で地域のダミー変数を加えると老人加入率の偏

回帰係数が-0.389からー0.268と小さくなった。

これは、老人加入率が地域のダミー変数と関連し

ているために、老人加入率の老人 1人当り医療費

への影響が過小評価された結果と考えられる。

(芝被保険者の平均年齢

重回帰分析において、被保険者の平均年齢はす

べての老人医療費の負担の指標との関連が認めら

れた。また、老人 1人当り入院医療費の方が老人

1人当り外来医療費よりも強い関連があった。こ

の結果は、被保険者の平均年齢が高い組合が平均

年齢が低い組合よりも老人 1人当り医療費が高

く、入院医療費の方が外来医療費よりもその傾向

が強かったことを示すものであった。

高齢になれば医療費が高くなり、しかも外来医

療費よりも入院医療費が高くなることが報告され

ているお)、制。被保険者の平均年齢が高ければ扶養

者としての親の年齢が高くなり、疾病のリスクも

重症度も高くなる可能性は否定できないであろ

う。したがって、被保険者の平均年齢が高い組合

には、被扶養者として加入している高齢者の年齢

が高い傾向にあるために、被保険者の平均年齢は

老人医療費の負担指標と関連が認められたのでは

ないかと考察する 2)ことは不自然ではない。

もちろん、被保険者の平均年齢を加入している

高齢者の代理変数として使うこと 8)に関しては問

題があるが、健康保険組合の年報で使用できる組

合特性は限られており、そのなかで使える貴重な

変数として被保険者の平均年齢を用いることとは

矛盾しない。老人医療費を公正に負担していこう

という視点から、健康保険組合の自助努力で改善

しえない組合特性の老人医療費の負担指標への影

響を明らかにしていくことは重要であると考える

からである。当然のことながら、加入している高

齢者の平均年齢がわかればより厳密な分析が可能
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となる。

④被保険者の平均標準報酬月額および被保険者数

被保険者の平均標準報酬月額は、老人 I人当り

入院医療費、老人 1人当たり医療費、被保険者 1

人当り老人保健拠出金と統計的に有意な弱い正の

関連が認められた。すなわち、被保険者の平均標

準報酬月額が高い組合では、老人 1人当り入院医

療費、老人 1人当り医療費、被保険者 1人当り老

人保健拠出金が高くなる傾向が認められた。被保

険者の平均標準報酬月額は、健康保険組合に所属

する高齢者の経済状態を反映しているとも考えら

れる。 l人当りの所得が老人医療費の上昇要因で

あるとの報告もあり 18)、高齢者が医療機関を受診

する場合、経済的な要因が影響を与えると考えら

れる。ただ、現在の制度では高齢者の自己負担は

低く押さえられているために、この影響が小さか

った可能性がある。

被保険者数は老人 1人当り医療費とのみ有意な

関連が認められたが、標準偏回帰係数はー0.049と

小さかった。他の指標とも関連が認められず、被

保険者数は老人医療費の負担指標には大きな影響

を与えていなかった。これは安部の研究結果8) と

も一致していた。

〈宣総合的評価

各分析の寄与率をみると老人 1人当り入院医療

費に関する分析が0.114、老人 l人当り外来医療費

に関する分析が0.036、老人 l人当り医療費に関す

る分析が0.137であった。したがって、利用できる

組合特性では老人 1人当り外来医療費の分散の多

くを説明しえないと判断できる。また、老人 1人

当り入院医療費、老人 1人当り医療費についても

寄与率は高いとはいえないと考えられる。ただし、

被保険者 1人当り老人保健拠出金に関する分析で

は、寄与率は0.510と高く、組合特性とりわけ扶養

率が大きな影響を与えていることが明らかとなっ

た。

なお、今回用いた分析は一種の相関分析であり、

この研究結果で、はecologicalfallacyが生じることが

ある。 Ecologicalfallacyとは集団単位でみられた

関連が、個人単位では認められないことをいう制。

したがって、今回の研究結果によって、組合特性

と老人医療費の負担指標との因果関係が明らかに

なったと結論することはできない。因果関係を明

らかにするためには適切なデザインで個人データ

を用いて検証する必要がある。ただし、扶養率と

被保険者 1人当り老人保健拠出金との聞にみられ

た強い関連は、老人保健拠出金の算定式によるも

のでecologicalfallacyで、はない。

(3)地域要因を説明変数とする問題点

安部は、老人 1人当り医療費を分析する場合、

地域要因を考慮することの重要性を指摘してい

る8)。国民健康保険組合の加入者を対象に、老人

医療費の地域格差に影響を与える要因を研究した

報告は数多くなされている 9)此凶 2九これらの

研究によって、人口当り病床数、医師数、看護婦

数といった供給側の要因、年齢構成、精神障害、

循環器疾患の有病率や死亡率といった需要側の要

因、社会的、文化的、経済的要因が、老人 1人当

り医療費の地域格差を説明するとされている。

しかし、これらの研究結果は必ずしも一致して

いない。また、老人 l人当り医療費のなかでも、

老人 1人当り入院医療費と老人 1人当り外来医療

費では関連する要因は異なり 9)ω、老人 l人当

り入院医療費と老人 1人当り外来医療費を医療費

の3要素である受診率、 l件当り日数、 1日当り

医療費に分解して分析すると、それぞれの指標に

影響を与える要因は異なるということも報告され

ているω。さらに、これらの地域格差の単位を都

道府県にするか、市町村にするか、二次医療圏に



するかの妥当性についても見解の違いが認められ

る臥 15)、21l。

これらの研究で得られた要因の解釈も困難で、あ

る。たとえば、老人 1人当り入院医療費が地域の

人口当りのベッド数と関連したとしても、それが

疾病の有病率が高い結果として人口当りのベッド

数が増えた結果なのか、医師が入院を誘導して医

療費が増えているのかわからないのである。地域

格差をテーマにして需要サイドの要因の分析を行

ったほとんどの研究のデザインが相関分析であ

り、 ecologicalfallacyが避けられない点も問題で

ある。ともあれ、今までの研究結果から老人 1人

当りの地域格差は、供給側の要因、需要側の要因、

社会的、文化的、経済的要因がさまざまに絡み合

って生じていることは推察できる。

ところで、健康保険組合の老人 1人当り医療費

を決定する要因を明らかにする研究において、地

域のダミ}変数を各県の老人 1人当り医療費の高

低でグルーピングすることによって、地域を考慮

したといえるのだろうかヘたとえば、一番医療

費の高いグループ 1に属する都道府県は、北海道、

福岡、大阪、高知、石川、熊本、長崎、沖縄、京

都、佐賀であるが、これらの地域の特性が同じと

は思われない。さらに、県全体地域特性を共通と

仮定することに関しては、「都道府県単位では、地

域住民の受療行動範囲よりも広すぎるため、同一

の県内でも大きな格差が見られ、その格差を平均

化せざるをえないjとの問題もある問。これらの

地域の医療供給側の要因、需要側の要因、社会的、

文化的、経済的要因は同質ではないからである。

また、地域変数といっても老人 l人当り医療費

の高低で分類すれば当然寄与率は高くなるが、目

的変数から導き出された変数を説明変数とするこ

とは統計学的に問題があると考えられる。組合特

性と老人 1人当り医療費との関連の強さが、地域

変数を説明変数として加えたために過小評価され
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る危険性があるからである。

さらに、全国に営業所をもっ企業の健康保険組

合の組合員は全国各地に住居しており、おもにそ

の地域で医療を受けると推定できる。したがって、

健康保険組合の所在地のある都道府県を医療に関

する地域要因と考えれば、「対象と方法」で述べ

たように誤分類を生じる。

(4)老人保健拠出金制度の問題点

老人保健制度による老人保健拠出金制度は、労

働者から高齢者に対する所得移転の制度である。

すなわち、老人加入率の低い被用者健康保険から

老人加入率の高い国民健康保険へ所得移転という

形で保険者間の財政調整が行われたのである。こ

れによって、国民健康保険の老人医療費の負担が

軽減したことが報告されている 6)。

当初、当該保険者の老人保健拠出金の算定にお

いて、 20%の上限、 1%の下限が設定された。す

なわち、加入率が20%を超えた保険者は、老人加

入率が20%であると算定されるために老人加入率

が20%を上回る国民健康保険の保険者においては

老人保健拠出金制度の恩恵が十分得られないこと

となった31l。ー聞は、「制度調整に老人加入率20%

という上限があることは、生涯を通してどこで住

むことになろうが、公平な老後医療を保障すると

いう、世代間助け合いの理念に反する」と述べて

いる3九その後、上限については平成 7年度は

22%、平成 8年度には24%、平成 9年度には25%、

平成10年以降は30%に引き上げられている。一方、

これによって被用者健康保険からの老人医療費拠

出金は増大したことが推測できる。

また、老人保健拠出金制度には、老人 1人当り

医療費が全国平均に比べて、一定の基準以上の場

合、基準以上の医療費を調整対象外とする調整外

医療費の制度がある 1)。この一定の基準は平成6

年度までは1ふ平成 7年度以降は1.4である。こ



18 医療経済研究 vo1.9 2001 

の制度があるために老人保健拠出金の額は平均さ

れる傾向になっている 6)。しかし、この制度が存

在しても被保険者 l人当りの老人保健拠出金には

大きな格差がある。

その大きな理由は、拠出金が各保険者の老人 1

人当り医療費に比例していること、所得のない被

扶養者の数も算定基準となっていること、規模の

経済の問題により財政規模の小さな組合は 1人当

り医療費が極めて高くなる傾向があるためであ

る2)、4)、 5)。したがって、老人保健拠出金の算定

式では、健康保険組合に財政をより効率的に運営

するインセンテイブを与えるのではなく、保険者

により健康な高齢者を加入させ、保険組合の扶養

者の比率を下げるインセンティブが働く可能性が

ある。

現在、健康保険組合は老人医療費拠出金を削減

せざるえない状況にある。そのため、老人保健拠

出金の削減の試みとして、老人保健施設や在宅介

護施設を立ち上げたり、健康保険組合が保健婦を

雇用して訪問事業を行ったりしている剖)。また、

高齢者に要介護認定を受けさせ介護保険の枠組み

でケアを受けさせる努力も行われている3九これ

らの目的は、加入している高齢者の 1人当り医療

費を削減することであるが、財政を健全とするた

めの企業努力としてはやむをえないことではある。

しかしながら、国庫からの補助をがほとんどな

い反面、自主的な責任において、その事業体の実

態に即応して、それぞれの創意工夫により、能率

的な事業運営を行う点に特色がある健康保険組合

が1)、老人保健拠出金の負担に耐えかねて保険料

率を引き上げたり、健康保険組合のメリットとさ

れる附加給付を縮小、廃止したり、健康増進対策

等の保健事業を減らさざるをえない状況で3ヘ老

人保健拠出金の削減のための事業を行うことは必

ずしも健全とはいえない。

(5)高齢者医療制度の再構築に向けて

筆者らは医療保険制度はあくまでも被保険者に

よる保険料の拠出によって、被保険者の医療を保

障したり疾病を予防するために使われるべきもの

であると考える。リスクも高く保険料の拠出に見

合った収入が保障されていない高齢者の医療費に

ついては医療保障とし、国民全体で公平に負担す

ることを提案してきた 4)。高齢者医療制度につい

ての議論が続いているが、その案のなかには財源

を公費とした新しい高齢者健康保険制度の案もみ

られる35)、お)。

現在、景気の後退により保険料収入の伸びは望

めず、一方、人口構成の高齢化により、医療保険

制度全体が構造的な危機に瀕している。高齢者は

疾病にかかりやすく、身体的にも知的にも障害を

持つリスクが高い。 l人当り老人医療費は高齢者

以外の医療費と比較して、入院で6.2倍、入院外で

4.4倍と高く 1)、これら高齢者が現状のまま医療を

受療し続ければ、高齢化にともない医療費が高騰

し続けるのは当然である。わが国で病院死亡が多

いのは、癌などの末期のケアを在宅で行うことが

普及していないというもの一つの大きな理由であ

る問。在宅のサービスの充実も今後の高齢者の医

療において重要である。高齢者の医療、福祉に関

しては多くの改革が進行中である。とりわけ介護

保険制度の導入は影響の大きなものである。今後、

医療、福祉の分野で分かれている高齢者の長期ケ

アのサービスを一元化し、同一の財政・支払い制

度によって統合することが検討されていくであろ

.:; 38) 
ノ 0

ところで、日本の医療制度の特徴は、国民皆保

険制度をとっていること、自由開業制度であるこ

と、医療機関の受診に制限がないこと、診療報酬

が医療機関や医師によって差がなく一律であり、

しかも出来高払いであることなどである。そのた

め、国民に医療の「量Jと「アクセス」を保障で



きてきたとされている刻。しかし、現在の日本の

医療は「質Jと「コスト」を重視した医療に転換

する必要に迫られている制。そのためには、「質」

を向上し、「コスト」を低下させる行動を医師な

いしは医療機関がとっていかざるをえないような

制度を構築する必要がある。

一つの方法として、医療の需要者である患者と

供給者である病院・医師の行動を管理することに

よって、医療の質を確保しつつコストを節約する

包括的な医療を提供するマネジドケアωの導入が

提案されている湖、札 42)。マネジドケアでは、保険

者が独自に特定の医療機関を選択し、その医療内

容についてのデータを得つつ、価格を決めて契約

を結ぶ。米国の医療制度改草の基本方針となった

管理競争は、医療の質と保険料価格を示した上で

患者が健康保険を選択し、競争を図るものであっ

た4ヘ不用意な市場制度の導入は所得格差による

医療の不平等や医療費の高騰を招く危険性もある

が4ペ患者が比較的判断しやすく、且つ普遍平等

性が必ずしも絶対視されない健康増進とリハビリ

テーションの分野にマネジドケアのシステムを導

入することの弊害は少ない43) との見解も示されて

いる。

考えてみれば、健康保険組合に雇用されている

保健婦が高齢者に対し、多受診や社会的入院をし

ないように指導していることは、保険者が医師と

患者関係に介入することであり、一種のマネジド

ケアである。また、健康保険組合が主体となって

老人保健施設や在宅介護施設を立ち上げ、直接高

齢者の組合員のケアを行うことはマネジドケアの

一つである HM 0 (Health Maintenance 

Organization)の機能を行っているとも考えられ

る。しかし、本格的に健康保険組合がマネジドケ

アを行うには、保険者が医療機関との契約をする

ことを認めることなどの規制緩和が必要である。

今後、保険者機能の強化を含め、新たな医療の枠

健康保険組合における老人医療費の負担指標に関する研究 19 

組みを作る構想なども広く議論してゆくべきであ

ろう。
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3主

1 老人医療費をCとし、 interceptをao、組合特

性をXl，X2，X3，-一、それぞれの標準化偏回帰係数

をala2a3，一一一、とすると回帰式は

logc=ao +alXl +a2X2 +a3X3 +一一となる。

c=exp(ao +alXl +a2X2 +a3X3 +一一)

= exp(aO) eXp(al Xl) eXp(a2X2) eXp(a3X3)とな

り、安倍の用いたモデルは、乗数モデルである

ことがわかる。
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A study on the attributes determining the cost 
burden of elderly health care among Health 

Insurance Societies in Japan 

Akira Babazono，M.D.，Ph.D.ぺEijiYamamoto，Ph.D.ぺ
Toshihide Tsuda，M.D. ，Ph.D.ぺYoshioMino，M.D.，Ph.D. *4 

The :tinancial performance of health insurance societies in ]apan has worsened because of 

increasing elderly health care cost and the economic recession. This study is to quantiか

the characteristics of societies to determine the indicators for the cost burden of elderly 

health care. The indicators were inpatient， outpatient and medical cost per enrol1ed elderly 

person and the cost share for elderly health care per insured person in the societies. The 

subjects were 1816 societies that were member of the Health Insurance Society Association 

in 1996. The related characteristics of societies and the magnitude of the e宜ectwere 

different among the indicators. The dependent rate was strongly related to the cost share 

for the elderly health care per insured person and the standardized regression coe伍cient

was 0.598 by the multiple regression analysis. The cost share for elderly health care per 

insured person is proportionate to each insurerer's health care cost per the enrolled elderly 

and the dependent rate. No society can decrease its cost if it insures a disproportionate 

number of sick and older people or dependents. The current cost-sharing redistributes 

elderly health care cost unequal1y. 

[key wordsJ Health Care Cost for the Elderly， Health Insurance Societies， Health 

Insurance System， Health Security System 
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論文

医療供給政策における政策過程の変容

-厚生技官の台頭と政策コミュニティの形成-

中島明彦*

医療政策は医療供給政策と医療保険政策に区分できる。医療供給政策では、厚生技宮と医師会からなる専門家政策コミ

ュニティが1970年代に形成された。

本稿では地域医療計画に関わる三つの政策過程すなわち、 1962年医療法改正による「公的病床規制J(ケース1)、
1972年廃案となった「医療基本法案」とその後の「実験的事業としての地域医療計画策定J(ケース1I)、 1985年医療法
改正による「地域医療計画と民間病床規制の導入J(ケースill)を比較分析した。ケース Eで厚生技官の台頭と専門家政
策コミュニティの形成により、医療供給政策の政策過程が変容したことを明らかにした。

ケース Eで、厚生技官の台頭と専門家政策コミュニティの形成により、地域医療計画が実験的事業として実施された背

景には、保革伯仲状況と野党・健保連の対抗としての「医療社会化構想、」があった。 1985年医療法改正は、ケース Eで形
成された政策案(地域医療計画)の決定過程にすぎなかった。

キーワード:医療供給政策、政策過程、厚生技官、日本医師会、政策コミュニティ、医療法改正、医療基本法案、地域医
療計画、病床規制、医療社会化構想

1 .はじめに

1985年の医療法改正は医療供給政策に「地域医

療計画による病床規制」を導入するという画期的

なものだった。本研究は、 1980年代の規制競和と

いう時代の流れに逆行するような「病床規制政策」

がなぜ成立したのかという疑問から始まった。筆

者は、地域医療計画に関わる三つの政策過程すな

わち、 1962年医療法改正(ケース1)、 1972年医

療基本法案(ケース II)、1985年医療法改正(ケ

ース皿)を比較分析して、医療供給政策における

政策過程が1970年代に厚生技官の台頭と専門家か

* 国際医療福祉大学医療福祉学部医療経営管理学科教授

らなる「政策コミュニテイ注lJが形成されること

により変容したのではないかと考えた。

従来の医療政策研究は医療保険政策に偏ってお

り、医療供給政策についても政策の画期を医療保

険改革と同じ1980年代と考えていた山。個別疾患

対策の政策過程を取り上げた詳細な事例研究もあ

るが医療供給政策全体の政策過程にまで迫ること

はできていなし、注30

2.匿療供給政策の特性とアクター

(1 )医療保険政策と医療供給政策との相違点

国民にあまねく良質な医療サービスを提供でき

る体制を整備するのが医療供給政策の目標であ

り、そのための保険財源の長期的安定を図るのが
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医療保険政策の目標である。しかし国民皆保険制

度は発足以来常に保険財政の危機にさらされ、そ

のため医療保険政策が医療供給政策を規定してき

た。

医療供給政策では自由開業医制と患者の医療機

関への自由なアクセスの保障が基本であるのに対

し、医療保険政策では医療費の抑制のために何ら

かの規制をしようとする。

医療供給政策の政策類型としては産業保護政策

(中小医療機関の保護・育成)と行政計画がある

が、医療保険政策では医療費抑制のための需要規

制、供給規制、価格統制などと、利用者の公平の

ための保険財源調整である。医療供給政策では医

師会が「直接顧客注4Jであるのに対し医療保険政

策では保険者と医師会が「直接顧客jである。

医療保険政策は常にトップアリ}ナであったの

に対し、医療供給政策はサブアリーナで議論され

た。医療保険政策における対立軸は保険官僚、日

本医師会、健康保険組合連合会の三者で、三つ巴の

激しい闘争であったのに対し、医療供給政策では

医療専門職と非専門職という対立軸であった。医

療保険政策は中央政府で決定・実施されるのに対

し、医療供給政策は基本的決定は中央であるが実

施上の決定は地方である。そして医療供給政策で

は厚生技官と医師会からなる専門家政策コミュニ

テイが形成された。

(2)政策アクター

池上/キャンベルは医療政策に登場するアクタ

ーを、主役(厚生省と医師会)、支援者(大蔵省、

保険者、医療団体)、観客(野党や一般国民)に

整理した注5。しかし保険者・野党は、支援者・観

客としての位置づけに止まらず、 1970年代には保

革伯仲の政治状況のもとで「医療社会化構想jを

掲げ強力な対抗勢力を形成し、反射的に技官・医

師会共同体(専門家政策コミュニティ)を構築さ

せる弾みとなった。自民党の役割も、族議員の成

長とともに日医の支援者として一定の役割を果た

していた。

医療供給政策のアクターに関しては、アクター

間関係以外にアクター内部についても着目する必

要がある。厚生省内では事務官であるキャリア、

ノンキャリに加えて専門職としての医系技官(医

師)がおり三層構造をなしている。医療政策に関

してはその主導権をめぐって保険官僚と医系技官

の緊張関係が存在する。

医療供給側内部では日医と病院団体の対立、病

院団体相互の対立関係もあった。結果的に病院団

体は分立し政治的パワーを獲得できなかった。医

師会研究では、他の圧力団体と異なる点を強調す

るものが多い住6。医師会の戦略転換についての指

摘もあるが、多くはその時期を1980年代としてい

る注7。キャンベルは医療保険政策と医療供給政策

の区別をしなかったために、日医と厚生省の関係

を「対立と相互依存jの関係としてしか捉えきれ

ていなし、。以上、医療供給政策と医療保険政策の

相違点を表 1に整理した。

3.地域医療計画に関わる 3つの政策過程

(1) 1962年医療法改正(公的病床規制)の

政策週程(ケースI)

①医療供給政策をめぐる政治的・社会的背景

この時代は55年体制の確立期であり、 60年安保

を契機に、イデオロギーから経済的利益重視の社

会へ転換する時代である。日本経済は池田内閣の

所得倍増計画を契機として高度成長期に向けてス

タートを切った。与野党の政治課題はともに「福

祉社会の建設」で、 1961年には国民皆保険がスタ

ートする。国民皆保険制度の前提条件として医療

供給体制の整備が要求されていた。



②医療法改正案の内容公的病床規制

1962年医療法改正は、都道府県知事が病床過剰

地区における公的病院の開設・増床について許可

を与えないことができるとするものだった。都市

部への医療機関の集中防止が目的で、公的病院に

ついては法で規制し、民間については医師会を通

じて自主的に規制を行うという前提だった。当初

は公立・民間ともに規制し、公立病院中心の医療

供給体制を整備していく構想だったが、国も自治

体も財源難で民間主体の整備へと転換した。

③1962年医療法改正の政策過程

厚生省の医療保障委員会は国民皆保険の実施に

あたって「医療の社会化」が必要であるとしてい

た制。多くの社会保障学者の反対にも関わらず厚

生省は、自由開業医制の下で民間主体の整備を行

うことが現実的と考え、 1959年に医療法改正案を

国会へ提出する(翌年廃案)。その後、日医の協
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力を得てやっと発足した医療制度調査会が、中問

答申で公的病院の配置規制が必要との報告を出

す注90 1962年自民・社会両党の合意により医療法

改正案が議員提案として提出され成立した。

続いて医療審議会で病床過剰地域の設定と必要

病床数が決定され、公的病床規制と業界自主規制

が制度化された。病院開設許可の申請も、医療金

融公庫の融資も医師会の了承が必要となった。医

療金融公庫の融資なしでは病院の開設は不可能な

時代だ、った。

④アクターの状況とアクタ一間関係

(a)厚生省

厚生省では、 1955年社会保障5カ年計画を策定

し医療機関の計画的整備を打ち出す。 1956年には

医療保障委員会が設置される。 1959年には医療機

関の計画的整備を目標に「医療機関整備計画案注lOJ

を策定している法11。しかし、医療供給体制の社会

表 1 医療保険政策と医療供給政策の出較

一~一一---ーー
医療供給政策 医療保険政策

〈政策の内容〉

目標 医療供給体制の整備 医療保険財政の長期的安定
ー-------ーーーーーーー-一一ーー-ー『ーーー司【--ー'・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー-----ーー日目ーーーーーーー
戦略 自由開業医制・自由なアクセス 医療費抑制、財源確保
目【---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一ー一ー一ーー- 【百四一ーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーー
政策類型 産業保護(中小医療機関保護) ・計画行政 需要抑制・供給規制・価格統制

保険財源調整(医療利用の公平化)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ー一一ー------ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
顧客:直接顧客 医師会 保険者、医療機関

:究極顧客 患者、地域社会、保険者 被保険者、患者

〈政策過程〉

アリーナ サブアリーナ トップアリーナ
ーーーーーーーーーー----明開ー-----ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
対立軸 医療専門職×非専門職 保険官僚×健保連×日医
ーーーーー一ーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
中央・地方関係 決定は中央、実施過程は地方レベル 決定、実施ともに中央政府

政策コミュニテイ 技官と医師会からなる専門家コミュニテイ 保険官僚と OB
〈アクター〉

主 千支 厚生技官、医師会 厚生省、保険者、医師会
ーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
その他の関係者 野党、健保連、自民党、病院団体、保険官僚 自民党、野党

厚生省内の管轄 健康政策局(旧医務局) 保険局

担当者 医系技官 保険官僚(事務官)

x印は対抗関係を表す。
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化が必要とする審議会と厚生省は対立する。厚生

省の課題は、戦後医療体制の整備と国民皆保険の

準備期が過ぎると医療費急増問題となり、診療報

酬をめぐって保険局と日医とは険悪な関係が始ま

る。医療供給政策の課題は公衆衛生的・個別医療

政策で、結核・伝染病対策、母子保健対策などが

成功を収め、重点はがん・救急医療・僻地対策な

どに移っていく。この頃の医務局の役割は、「保

険局の下請けと中小企業対策」だったという注120

(b)医療供給側

日本医師会では1957年に武見太郎が会長に就任

する。 1957年から「診療報酬の甲乙 2表問題」、

「中医協の委員推薦問題」などをめぐって医療供

給側内部で日医と日本病院協会との対立が始ま

る。病院団体は、経営難やストライキの頻発など

のため病院独自の診療報酬体系を要求するように

なっていた。全日本病院協会(日医系)、全国自

治体病院協議会などが設立され病院団体は分裂

し、結果的に日医が医療側を代表することが制度

化された。しかし医療供給政策については、医療

保険政策のような全面対立関係ではなく、医療金

融公庫の設立、医療法人制度の創設、公的病床規

制などにより業界の行政への依存関係が確立し

た。医療制度調査会答申は戦後の公的病院中心の

医療供給体制から一転して医師会主導の医療供給

計画を実施しようとする目論見だった注九

(c)健保連・政党

健保連は厚生省の医療機関整備計画案のような

公的病院主体の医療体制を要求していた注14。社会

党は、公的病院主体の医療機関の適正配置、私的

医療機関の関係団体による自主的調整、医療労働

者の待遇改善などを主張し注15、医療法改正案を提

出した。自民党もこの動きに引きずられた形で自

社共同提案となって成立した。

(2) 1972年医療基本法案の政策過程

(ケース11)

①医療供給政策をめぐる政治的・社会的背景

1970年代に入ると、それまでの経済的利益中心

の高度成長の歪みが噴出し始める。政権は11年続

いた佐藤政権から田中、三木へと変わっていく。

世界的な冷戦体制勝着の下で都市部を中心に革新

自治体が増加し、保革伯仲状況が出現する O 革新

自治体の福祉政策に突き上げられて田中は、 1973

年老人医療無料化を行う。しかし秋のオイルショ

ックを契機に、日本経済は一転して低成長時代へ

と急転するが、高福祉・高負担の基調はこの後も

1979年まで続いた注九この頃、病床数はやっと欧

米並に近づきつつあったものの、救急医療の立ち

遅れから「たらい回し訴訟」が問題となっていた。

②医療基本法案の内容と野党の対抗案

1972年国会に提出された「医療基本法案」は、

前文、第 1章総則、第 2章医療計画等、第 3章医

療計画審議会等の全10条からなる、医療供給政策

の基本方針を定めた簡単なものだ、った注17。医療計

画の内容は、厚生大臣は医療計画審議会の意見を

聞いて医療計画を定めること、知事は都道府県医

療計画審議会の意見を聞いて都道府県医療計画を

定めること、都道府県は地域ごとに地域医療協議

会を設置することなどを定めていた。

しかし、医療計画の策定を誰がどの様に行うの

かという「医療の支配権jをめぐる争いを生みだ

すことになる。社会・公明・民社の野党 3党も共

同提案で、健康管理医制度、委員の公選制、委員

の過半数を住民代表にすることなどを掲げた「医

療保障基本法案」を国会に提出した注180

③医療基本法案の政策過程

(a)医療基本法案の立法過程一厚生技官の台頭

1970年2月医療審議会の医療機関整備部会小委



員会が、医療法の公的病床規制は機能的配慮がな

く不合理で、「地域保健計画」を作成する必要が

あると報告した注ヘ 1971年7月、日医の保険医総

辞退の収拾に当たって、武見が医療基本法の制定

を要求し政府との合意事項となる。

1972年 1月に医療基本法案要綱(第一次事務局

試案捌)が示された。内容は、国が国民医療基本

計画を策定すること、国の計画に基づき知事は都

道府県医療計画を策定すること、知事は計画策定

にあたりあらかじめ厚生大臣に協議すること、国

立医療機関を中心に整備を行うこと、地域医療協

議会の委員は医療関係団体の意見を聞いて医師そ

の他の学識経験者から任命することなどであっ

た。

同法案は以後、 2月の第二次案注21で、「国の計

画に基づき」を削除、「国立医療機関を中心に整

備する」を「国立その他の公的医療施設の役割を

明確にする」などの修正をした。 3月の第三次試

案注22では、「都道府県知事はあらかじめ厚生大臣

に協議するJを「厚生大臣は必要に応じ知事に技

術的助言・勧告をすることができるJなどの修正

をした。 4月には、「厚生大臣の助言・勧告」を

削除した第四次案加が出され、社会保障制度審議

会に諮問される。 5月には第五次案脳で、前文中

の医療担当者を「医師および歯科医師が中心にな

ってJに修正、「医療計画審議会の委員は七人以

内とする」と「地域医療協議会の組織・運営は都

道府県の条例で定める」を追加し、国会に提出さ

れた。

このように医療基本法案の立法過程で、厚生省

事務局試案は、医系技官により、中央統制的な部

分が削除され、地域医師会が中心となる政策に転

換していく。松尾政雄医務局長は、医療基本法案

は「医療制度を保険制度から解き放ち医療制度自

身の問題として組み直す」ものであり、「地域医

療協議会には実務家が必要」と説明した注お。技官
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グループの自立と医師会との連携(専門家政策コ

ミュニテイの形成)を宣言したものである。

野党 3党も対抗案として「医療保障基本法案」

を共同提案した。その内容は日医をして「医療の

社会化Jと言わしめるものだ、った。

しかし 6月に、佐藤政権末期のどさくさで、医

療基本法案は健保、国鉄運賃値上げ両法案ととも

に廃案になってしまう。

(b)廃案後の地域医療計画の実施過程一実験的事

業による政策形成

医療基本法案廃案後、 8月30日に日医の申し入

れで、塩見俊二厚相および医療関係3局長と日医

執行部とが医療基本法の今後について懇談を行っ

た。日医との懇談を踏まえて滝沢正医務局長は、

「医療基本法の考え方は不可欠」で、「地方の地域

医療計画が積み上げられていく手法で行う」と明

言する註260 1973年7月には野党から「医療保障基

本法案」が再度提案される。一方、戸沢政方事務

次官は、「医療基本法案は健保法抜本改正のいわ

ば後押しのために提出したもので、お粗末なので

ご破算にする。」と冷淡だった問。しかし滝沢は、

「野党法案には根本的に一致できない。医療基本

法を提出しなくても地域医療圏ごとの具体的な医

療計画を決めていく。本年度5県のモデルで地域

医療計画を策定し、その後全県で実施する。jと

公式指示を出すf回。 1975年には 5県での医療圏域

設定の検討結果が報告され、医務局は都道府県に

対し地域医療計画推進状況を報告させている。こ

のようにして、地域医療計画は、医務局の実験的

事業として実施され始めた。

1978年佐分利輝彦医務局長は、地域保健医療計

画の策定を急げと指示し、「毎年 2万床ずつ病床

が増加しているJと警告した注却。吉村仁保険局審

議官がこの頃から以前の戸沢発言とは逆に地域医

療計画を支援するようになる注刻。 1979年2月には

医療審議会が、病床数は欧米並に充足したので今
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後は公私を含めた病床規制を行う必要があるとの

注目すべき答申をしたおI。佐分利医務局長は、次

第に病床規制の方法論について踏み込んだ発言を

するようになっていく注320

④アクターの状況とアクタ一間関係

(a)厚生省一厚生技官の台頭

1960年代後半の医務局の重点施策は、救急医療

センターの整備、がん対策、へき地対策であった。

医療基本法案の立法過程で、松尾医務局長以下技

官グループと医師会は協調して医療専門職主導の

政策過程を作りだそうとした。 5回にわたる法案

修正過程で医務局技官が「一皮むけて」政策官僚

に変身していった。医療基本法案廃案後は、事務

次官発言とは反対に滝沢医務局長の指示により

「地域医療計画の実施過程Jが始まった。医系技

官からの保険官僚主導の政策過程に対する異議申

し立てであった。その背景には戦後入省した医系

技官が、行政官僚としての手腕を磨き医療政策担

当者として自信を持つようになっていたことがあ

げられる倒。

この頃、医療行政を計画・指導行政に転換せよ

との主張が若手官僚からも出されるようにな

り注ヘ滝沢は厚生省の機構改革についても言及し

ている注350 1970年代には医療供給政策も個別医療

政策から総合計画行政へと変容していく。

(b)医療供給側一政策コミュニティの形成

日医は1968年4月に 2年間検討した「医療基本

法案」草案を発表し、医師の自由と独立性を保障

すること、包括医療を地域で実施すべきこと、医

療の基本計画を策定することなどを提案してい

る注36。日医は「医師会病院」を中心とする包括医

療体制を既に構想していた注九社会党の「医療基

本法案要綱」に対しては、「医療の社会化」、「医

師の人民管理」だと批判する。一方で自民党の

「国民医療政策大綱jについては日医と充分協議

したものであると評価し、地方医師会の地域医療

計画への主体的参加を指示している注犯。厚生省の

「医療基本法案要綱Jに関しては、医務局と立法

過程で、充分な協議を行っていた注390 廃案後に、理

事会でフリーデイスカッションが 2回行われ刷、

これを踏まえて日医が呼びかけ厚生省幹部との懇

談会を聞いた。その後、日医は地域医療計画に積

極的に参加していく。この様に医系技官と医師会

からなる政策コミュニティが形成され、野党・健

保連の医療社会化構想と対峠する医療供給政策の

グランドデザインを構築しようとした。

保険医総辞退は診療報酬をめぐる会員の不満を

なだめるためのセレモニーだったが、日医と病院

団体との亀裂を鮮明にさせた。〈個人開業医〉対

〈病院〉という対立軸が浮上してくる。保険医総

辞退に反対した、日病と全日病との間に合問機運

が芽生える。しかし日医が最終的に反対したため

に合同は失敗する注410 医療サービス市場では、病

院の大規模化やチェーン病院の進出などが始まっ

ていた住420

(c)健保連・野党一対抗としての医療社会化構想

健保連は、公的医療機関の整備は国庫負担です

べきと主張していた注43。健保財政の破続は抜本改

革を必要としており刷、保険医総辞退は健保連を

先鋭化させ、対抗手段として「テレビ放映J、「医

療費通知・不正請求告発運動」などを打ち出す。

1976年度には健保組合の半数が赤字と推計されて

いたM 。岩越忠恕会長は経済団体及び労働団体と

交渉の場を持ち大連合を形成しようとした注460

1971年4月社会党は、「医療基本法案」を提案

する。その内容は、国営によらない医療社会化、

公的病院の病床規制の撤廃と独立採算制の廃止、

開業医に固定報酬制を導入すること、中央・都道

府県に医療委員会を置き医療計画を策定実施す

る、都道府県委員会は県民の投票により選出する

ことなどであった制。民社党は、医療供給体制に



ついては、病院と診療所の役割分化、家庭医と専

門医の区分、公的病院の独立採算性の廃止と「病

院公社」の設立などを主張していた刷。

保険医総辞退は世論の医療に対する考え方を変

化させ、野党や健保連の「医療社会化構想Jが一

層訴求力を持ってくる。 1972年5月野党 3党は社

会党案を基に「医療保障基本法案」を共同提案、

1973年7月にも再度提案して世論に訴えた。

(d)自民党

1965年自民党に医療基本問題調査会が発足し、

日医と協議を進め、 1969年4月に「国民医療政策

大綱」を発表する。その内容は、地域医師会と協

力して包括的健康管理体制を樹立するというもの

であった注490 1970年代に入ると自民党内に族議員

が台頭し始め、医療政策においても、保険官僚や

野党と対峠して医師会の「支援者」として政策過

程へ参入してくる注開。 1977年 9月に自民党医療基

本問題調査会に橋本龍太郎副会長が私案を提出

し、自由医療体制を堅持する方針を明確に打ち出

す注九自民党が医師会の支援者であった背景には、

自治労(社会党系)、医労連(共産党系)対策が

あった。

(3) 1985年医療法改正の政策過程

(ケースill)

①医療供給政策をめぐる政治的・社会的背景

この時代に政権は大平、鈴木から中曽根へと、

55年体制の変容期へ入っていく。保革伯仲状況を

経て、自民党が都市中間層の支持を拡大し保守復

調の兆しが出てくる。 1980年代は新自由主義の世

界的潮流が支配した時代であり、わが国でも中曽

根のもとで第二臨調・行革を背景に「日本型福祉

社会」という新たなモデルが提示された。オイル

ショックを技術力で克服した日本経済は再び自信

を取り戻していた。福祉国家の見直しというテー

マの下に、受益者負担、規制緩和と民営化などが
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提唱された。

1980年代の厚生行政では、健保・年金法抜本改

正に関して多くの先行研究が見られる。大様秀夫

は厚生官僚達が自由主義的時代背景をチャンスと

見て積極的にイニシアティブをとろうと行動した

ことを強調する注52。しかしキャンベルや中野実は

自由主義的イデオロギ}の影響を過度に評価する

ことには批判的である注530 筆者も、医療供給政策

においては、参入規制を正当化させる根拠を提供

するという促進要因となったにすぎないと考え

る。

②医療法改正案の内容

1985年医療法改正の内容は、地域医療計画の導

入、一人医療法人制度の創設、医療法人の監督強

化であった。地域医療計画の概要は以下のような

ものである注ヘ

1 都道府県が医療計画を定める。

2 医療計画においては医療圏の設定、病院の

必要病床数に関する事項を定める。

3 医療圏の設定及び必要病床数に関する標準

は、医療審議会の意見を聞いて厚生省令で

定める。

4 医療計画においては、医療機関の整備目標、

僻地医療及び救急医療の確保、医療機関相

互の機能連携、医療従事者の確保に関し必

要な事項を定めることができる。

5 計画策定にあたっては、公衆衛生、薬事、

社会福祉などとの連携をはかる。

6 厚生大臣は、計画作成上重要な事項につい

て必要な助言をする。

7 都道府県知事は都道府県医療審議会の意見

を聞いて開設・増床に関し勧告することが

できる。

しかし新たに導入された民間病院を含めた参入

規制については、憲法上の理由(開業の自由)か
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ら医療法上では「知事が勧告できる」にとどまっ

た。

③1985年医療法改正の政策過程

(a) 1985年医療法改正の政策形成・決定過程

1980年9月富士見産婦人科事件を契機に医療法

人の監督強化が必要だとして医療法改正が動きだ

す注ヘ 1981年3月厚生省は、医療法人の監督強化

に加えて、「地域医療計画による病床規制Jを盛

り込んだ医療法改正案要綱注56を提出し、社会保障

制度審議会で老人保健法案と並行審議に入る。 4

月社会保障制度審議会は大筋原案通り答申した

が、日医の反対注57のため自民党の社会部会が法案

要綱を預り庖晒しされてしまう住民。

1982年7月、臨時行政調査会第一部会は、医療

費抑制が必要であること、地域医療計画の策定に

より総合的・効率的な整備を計画的に進めるこ

と、国公立医療機関は機能を明確にし整理・統合

を行うことなどを報告した注590 1982年8月老人保

健法案が可決される。社会党は医療法改正案を国

会に提出した。 1983年3月厚生省の妥協案として

「一人医療法人制度」が浮上し、花岡医師会も同

意する註曲。しかし 5月会期切れで継続審議となり、

秋の解散で医療法改正案は廃案となってしまう。

1984年2月健保法改正案が国会へ提出され、続

いて年金法改正案、医療法改正案も提出される。

8月健保法改正が、 1985年4月には年金法改正が

成立する。 9月に日医羽田会長は、「官僚統制の

排除」という条件注目が通ったので医療法改正案を

成立させると発言する注62。医療計画の策定にあた

って、都道府県知事は医師会の意見を「聞かなけ

ればならない」と法案が改められていた。秋の国

会での社労委案件は医療法改正案一本のみで、

「一人医療法人制度」創設という国会修正を加え

て12月に成立した。

(b)地域医療計画の実施過程

厚生省は1986年8月「医療計画策定指針等」の

省令、通知等を公布する。しかし医療供給側では

「駆け込み増床」が始まり、都道府県医療計画の

策定・実施までの 5年間で17万床(1l%)が増加

した。 1986年6月に健政局総務課長が、医療計画

公示前の病院開設申請について事前規制を指示

し、 9月には保険局長が、知事の勧告無視に対し

ては保険医療機関の指定拒否を指示する脚。保険

医療機関指定拒否は自由開業医制にとって「諸刃

の剣」であるが、日医もこの際やむを得ないと考

えていた制。駆け込み増床に対しては地域医師会

の調整ではもはや統制不能だった。地域医療計画

実施後5年が経過しても、医療供給の地域偏在は

解消されず、過剰病床や不足病床が逆に増えて必

要病床数との講離が拡大した医療圏は31.8%もあ

ったという注出。駆け込み増床の一方で病院の倒産

も多発していた。 1970年代は年間10件台だったの

が、 1980年代には60件台まで増加した制。病床数

の急増に伴う看護婦不足も社会問題化した。

④アクターの状況とアクタ一間関係

(a)厚生省

第二臨調の発足に際し、吉村官房長は臨調の第

一部会長に梅本純正を担ぎ出し健保改革をねらっ

た諒670 1982年8月老人保健法が成立し、医療保険

政策の大転換がいよいよスタートする O この時期

臨調路線を背景に、厚生省「革新派」グループが

医師会との関係を逆転しようとし棚、また高齢化

社会を見据えた総合的政策としての「保健医療政

策」も生まれていた注曲。官僚機構も調整型官庁か

ら政策型官庁へと変化しつつあった。しかし医務

局の地域医療計画については実験的事業を経て既

定事実となっていた注700

吉村は 9月に保険局長に就任すると「国民医療

費適正化総合対策本部Jを設置する。 1981年版厚



生白書は、医療費適正化問題と年金を重点的に取

り上げている。吉村は雑誌にいわゆる「医療費亡

国論」を投稿し、「医療供給の過剰に対しては医

療法の改正で対応すべき」と述べた注九 1983年8

月厚生省は予算概算要求で、「患者負担増と医療

費抑制」で医療費を 6千億円削減する大改革案を

提示した。一方で「地域医療計画推進経費Jとし

て8千5百万円を計上している。「医療費抑制政

策としての地域医療計画」に対する、保険局や大

蔵省の支援体制があったことがうかがえる o 1984 

年3月の医療費改定は実質2.3%の「引き下げ」に

なった。

厚生省組織では、衛生三局の組織改編が行われ

健康政策局が生まれた。健政局は旧医務局の現業

部門が切り離され政策官庁に純化し注72、地域保健

医療計画を主管する計画課が設置された。医系技

官が、公衆衛生、個別医療政策などにおける実績

と政策官僚化の必要性を省内で認知された結果だ

ったと思われる。

(b)医療供給側

医師会では市場競争の激化により、開業医とし

ての存続の不安や危機感が増大していた。その理

由は第一に r1県 1医大政策」により医師が急増

していた注九第二に医療技術の進歩に伴い患者の

大病院指向が顕著になっており、病院の高機能化、

専門化、大規模化、チェーン化などが始まってい

た注目。第三に営利企業の参入問題、アメリカの病

院経営会社など外資の参入問題も起きていた。

1982年4月に25年間続いた武見体制が終意する。

武見路線に反対し、協調と対話を打ち出す花岡堅

而が日本医師会会長となったが、 1984年4月には

強硬路線を主張する羽田春兎に敗れる。

医療サービス市場では、量的な充足に伴い今度

は総量規制が必要となった。 1979年10月には公正

取引委員会が千葉・豊橋市医師会に、不当な開業

制限をしないよう勧告をした。公私を含めた総量
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規制を行う「業法」を作ることが、参入規制を維

持するための根拠として必要だった。厚生技官が

推進する地域医療計画に対して、都道府県レベル

での医師会の積極的参加も始まっていた。例えば、

愛知県医師会では1980年11月に県の補助金を得

て、「愛知県における保健・医療・福祉のシステ

ム化計画Jを策定し、続いて1983年6月に「愛知

県地域包括医療基本計画注75Jを策定していた。

一方病院団体の活動を見ると、日病は、民間病

院が市場競争激化から経営危機に直面しており、

参入規制(病床規制)を望んでいた注76。全国自治

体病院協議会は、公的病床規制の撤廃、医療計画

策定にあたり公的病院団体や医療を受ける者の意

見も聞くべきことなどを主張していた注77。しかし

当時は、公立痛院の非効率やサービスの悪さがマ

スコミのターゲットとなっており、公的病床規制

撤廃(公的サービスの拡大)という要求は、第二

臨調・行革の大きな流れの中でもはや国民の支持

調達は不可能だ、った。

(c)自民党

自民党では、厚生次官から政界に転出した戸沢

が社会部会長となっていたが、地域医療計画につ

いては吉村らの姿勢と対照的だ、った注780 1983年12

月の総選挙で自民党は大敗、戸沢も落選し、保革

伯仲状況が再現してしまう。自民党は健保改正を

中曽根内閣の再選のための「剣が峰」と位置づけ

総動員体制をとり、修正案を提示しやっと成立に

至る。しかし医療法改正については、既に医師会

の同意も取り付けてあり対照的にスムーズだっ

た。この時期、族議員の活躍が指摘されているが、

医療供給政策については専門家政策コミュニテイ

により政策形成が行われ、社労族議員は決定過程

に関わるだ、けだった。

(d)健保連・野党

当時の健保連は、 1982年成立した老健法により

老人医療拠出金の負担が健保財政を直撃してお
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り、続いて健保法改正で財政調整問題が浮上する

という非常事態だ、った。健保連は臨調路線に賛成

し、官公労や社会党とは対立するようになってい

た。医療費抑制のための病床規制についても基本

的に賛成で注79医療社会化構想からは離れてしまっ

ていた。民社党も、社会党とは一線を画す方針で、

臨調の基本答申を遵守し、医療施設の配置規制と

医師数の抑制を主張していた蜘。

1982年8月社会党は、医療法改正案を国会に提

出した。その内容は地域中核病院の指定と公的病

床規制の廃止を掲げ、医療計画の統制的色彩が濃

厚た、った注目。公的医療機関を補助するような政策

は、第二臨調のムードの中で国民の支持調達は不

可能だ、った。

4 .政策過程の変容

(1)政策内容の変容

ここでは地域医療計画を、産業保護政策、行政

計画、医療費抑制という三つの政策類型に整理し

て考えてみる。第一の産業保護政策としては、自

由開業医制と患者の自由な医療機関へのアクセス

といった競争市場での圧力が、中小医療機関を主

体とする日医に対して医療法人制度、優遇税制、

医療金融公庫の低利融資など中小企業保護政策を

必要とさせた。 1985年改正では、医療費抑制のた

めに供給量規制が必要であるという新しい医療経

済学の理論が導入され、植草のいう「社会的規制

を隠れ蓑にした、経済的規制としての参入規制注82J

が実施された。産業政策における規制研究は医療

供給政策にも当てはまり、特に「大庖法規制削」

は、地域医療計画における病床規制と酷似してい

る。地域医療計画は中小医療機関保護を主たる目

的とするものだった。

第二の行政計画としての視点からは、西尾勝の

指摘した問題点制が地域医療計画でも当てはま

る。行政計画は「政治を行政に委ねること(土俵

の変更)Jを意味し、医療供給政策では医系技官

と医師会からなる専門家政策コミュニテイに「丸

投げ」されてしまった。行政計画には公共目的に

寄与するという根拠が必要だが、医療保険財源の

長期的安定という医療保険政策の目標が利用さ

れ、参入規制の根拠となった。

第三の医療費抑制政策としての視点では、従来

からあった診療報酬による医療費のコントロール

という手法が一層強化され、それに加えて需要規

制蜘と「供給量規制Jが導入されることになった。

以上の政策類型とアクターとの関係を表2に整

理した。産業保護政策では医師会が行政に依存す

る関係であり、行政計画では対立関係から医系技

官をパイプとして協調・参加関係に変化した。医

療費抑制政策では医師会と保険官僚との対立関係

は政治的・経済的背景の下に抵抗と妥協の関係に

変化した。

表2 政策類型とアクター間関係

一一一一一一一 目的 厚生省と医師会の関係

(A)産業保護政策 開業医保護 医師会が行政に依存する関係

(B)行政計画 地域医療計画 対立 → 協調・参加関係

(C)医療費抑制政策 供給量規制 対立 → 医師会の抵抗と妥協

(A)は医師会のニーズ、 (B)は厚生技官の目標、(c)は保険官僚の目標である。
→ は関係の変化を表している



この三つの政策類型と地域医療計画に関わる三

つの政策過程との関係を表3に整理した。ケース

Iでは産業保護政策(公的病床規制)が中心で、

民間については業界自主規制に委ねられた。ケー

スEでは行政計画が中心課題となり、医療基本法

案廃案後に地域医療計画はモデル事業という手法

を使いながら実施過程に入ってしまう。ケース皿

では産業政策、行政計画に加えて新たな医療費抑

制政策も加わった「統合作品」であった。地域医

療計画は、ケース Eで実験的事業による政策形成

過程を経て政策案として洗練されるとともに、医

師会の積極的参加も得て、さらにケース Eに至っ

て医療費抑制を目的とする保険官僚や健保連の支

持も調達した。時代背景という追い風を受けなが

らも、政策としての完成度、統合性、各アクター

の支持調達などが成功の原因であった。
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(2)アクターとアクター間関係の変容

①アクターとアクタ一間関係の変容

三つの政策過程の比較により、アクター自身の

変容とアクター間関係の変容が明らかとなった。

厚生省内では医系技官が台頭し、保険官僚に対抗

して医療政策の主導権をとろうとする O 医療供給

側では、市場の成長に伴い医療機関の階層分化が

進行し、個人開業医や中小病院を主体とする医師

会、民間大病院、公的・公立病院などの内部対立

が生まれた。ケース Eで技官・医師会共同体(専

門家政策コミュニティ)による政策過程が出現し

た。

野党 3党と健保連は、ケース Eでは医療社会化

構想で連合し技官・医師会共同体に対抗した。し

かしケース皿に至ると自由主義的改革の流れの中

で対抗勢力は分断され大きな力とはなれなかっ

表3 政策内容の変容

--、、---、、~ー、 (A)産業保護政策 (B)行政計画 (c)医療費抑制

ケース I
参入規制(公的病床規制 個別・補完的政策*1 診療報酬による統制

と民間自主規制)

ケース E 参入規制(私的病床も 包括的医療計画*2 診療報酬による統制
(廃案に) 含めた規制)

参入規制(私的病床も 包括的医療計画 診療報酬による統制
ケース皿 含めた法的規制的) 受診抑制

供給量規制

*1 包括的政策が、日本医師会の参加を得て医療制度調査会の答申として行われていたが政策案にまでは成熟しなかった。
吃 医師会の参加を得て実験的事業として実施された。
本3 知事の勧告以外に、保険医療機関指定拒否という医療保険政策の行政手段も利用された。

太字部分が政策の中心で、ケース皿は政策の統合性も高かった。

表4 アクター間関係の変容

ケース I (社会党〉→{厚生省}対{医師会}←〈自民党〉

ケース E 〈自民党〉→{技官・医師会共同体}対{野党3党+健保連}

ケース皿 (自民党+大蔵省+保険官僚+健保連+民社・公明党+マスコミ〉→{技官・医師会共同体}対(社会党)

→は支援者、+は協力関係を表している。太字は主役である。ケース Eで厚生技官と医師会からなる政策コミュニティが形成されたe

ケース皿では対抗勢力の分断により、主役の座は専門家政策コミュニテイが独占することになった。
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た。これらアクター間関係の変容を表4に整理し

た。

②厚生技官の台頭と政策コミュニティの形成

厚生省内で技官が重要な位置づけとなるのは、

占領政策で局長ポストが設置されたことに始ま

る注86が、行政官としての技官が育つまでには時聞

がかかった注町。 1970年代に入ると松尾、滝沢ら医

務局トップは医療供給政策を医療保険政策の下請

けから脱却させようと志向し始めた。ケース Hで、

医療基本法案の立法過程と、廃案後の「実験的事

業としての地域医療計画の策定作業」は厚生技官

の台頭を証明するものであった。ケース皿で衛生

三局の組織再編により健政局が生まれたことは、

厚生技官の政策官僚化が省内で認知されたものだ

った。

なぜ技官と医師会からなる政策コミュニテイが

形成されたのかという疑問には、医療社会学や組

織論の研究がヒントを与えてくれる。専門職であ

る医師は、「自律性の確保」を最大の目標にして

おり注問、医師会の行動特性である官僚統制への反

発の理由や排他性が説明できる。一般に専門職は

所属組織と専門職杜会という 2つの集団に帰属す

ることになり注問、準拠集団として所属組織より専

門職社会を優先させる傾向があるという注900 自律

性と倫理基準を備えた専門職という共通基盤の上

に、技官と医師会からなる専門家政策コミュニテ

イが成立した。その後の地域医療計画の実施過程

を通じて、都道府県レベルでの専門家政策コミュ

ニティはますます強固になってきている O

(3)野党の対抗としての医療社会化構想

ケース Eで技官・医師会共同体が成立するに

は、野党・健保連の「対抗としての医療社会化構

想」の存在が影響を与えた。保険医総辞退は、野

党3党や健保連に、自由開業医制に規制を加え公

的医療機関中心の医療供給政策を行うことの必要

性を痛感させた。一方で世界的な冷戦体制の隈着

と保革伯仲状況の下で「野党の対抗構想jは医師

会にとっては脅威であり反射的に技官・医師会共

同体を結成させることになった。ケース Hで地域

医療計画を下から積み上げて中央へ迫るという手

法は、野党の中央統制的な医療計画に対してシン

ボリックに主張された。

(4)新たな政策形成モデル 実験的事業による政

策形成

ケース Eで医療基本法案の廃案後に医務局長の

指示により 5県でモデル事業として地域医療計画

が実施された過程から、『実験的事業による政策

形成モデルJという新たな行政手法が析出できる。

この手法は、もともと公衆衛生学分野から出発し

たものであるが医療供給政策、医療保険政策にも

応用されることになった注91。衛藤やキャンベルの

研究からも実験的事業による政策形成モデルが析

出できた注ヘケース Eは実験的事業による政策形

成過程の追認であったに過ぎない。

5.おわりに

1985年医療法改正による病床規制は、知事が勧

告しかできなかったため、勧告無視が出てさらな

る規制の強化が必要となった注93。供給量規制は緊

急避難的なものであり、恒久的な政策としては適

当でないとの考え方もあったが刷、一旦作られた

規制はさらなる規制を必要とし、 1998年には国民

健康保険法等の改正が行われ、保険医療機関の指

定拒否が法制化されている注950

政策の形成・実施過程で専門家からなる政策コ

ミュニテイが推進機能を果たすのは、専門技術領

域の政策過程の一般的特性であろう O 部外者には

政策内容が専門的なため政策過程に参加するのに



限界があるからである。その結果、決定過程では

自民党と日医の合意があれば大した混乱もなく決

定することになる。しかし、本来なら政治の場で

議論されるべき地域医療計画の決定が、審議会に

委ねられ、少数の専門家によって決定されること

の危険性も忘れてはならない。池上/キャンベル

は、アメリカと比較して日本には医療政策の専門

家がいないと指摘した注96が筆者も同感である。今

後はもっと政策の専門家を育てる必要があるし、

加えて審議会での議論の内容の公表など情報の公

開性が担保として重要であろう。
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The Metamorphosis of Policy Process in Health 
Service Policy 

MedicalO質icersand Policy Community 

Akihiko Nakajima * 

1 have analyzed the three cases of policy process of the Regional Health Service Plan. 

The五rstcase was the amendment to the Health Service Act in 1962， which introduced 

control over the number of the public hospital beds. The second case was the Health 

Service Fundamental Act， which was rejected in 1972 but resulted later as the experimental 

implementation of the Regional Health Service Plan. The third case was the amendment to 

the Health Service Act in 1985， which introduced the Regional Health Service Plan and the 

control over the number of hospital beds. In the second case the policy process of the 

health service policy had metamorphosed by the rise of the medical officers and the 

formation of the medical professionals' policy community. 

Health Policy can be divided into health service policy and health insurance policy. As for 

health service policy， the policy community composed of the medical 0伍cersand ]apan 

Medical Association was formed in the 1970s， and the Chief Medical Officer had 

implemented the Model Plan of Regional Health Service after the bill was rejected. In the 

background there was the idea held by the opposition parties to socialize the health service 

system. The significance of the amendment to the Health Service Act in 1985 was merely 

to confirm the prearranged policy prepared by the policy community. 

[key wordsJ Health Service Policy， Policy Process， Medical Officer， Japan Medical 

Association， Policy Community， Health Service Act， Health Service Fundamental Act， 

Regional Health Service Plan， Containing Hospital Beds， Socialization of Health Service 

System 
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論文

訪問看護における職務満足と顧客満足の

多軸的な関連

徳永淳也*1 

今中雄一*2 

波多野浩道*3 

信友浩一*1 

本研究の目的は、訪問看護婦の職務満足とサービス利用者の顧客満足閣の多軸的な関連性について実証的に検討するこ

とである。 K県 l保健所管内の訪問看護サービスに従事する訪問看護婦とその利用者を対象として調査を行った。内容妥
当性に基づき探索的に設定した訪問看護利用者の各顧客満足領域を目的変数とし、訪問看護婦の各職務満足領域を説明変

数とするステップワイズ法による童回帰分析を行った。その結果、「訪問看護サービスの総合評価」に対して有意な影響
をおよぼしていたのは、訪問看護婦の「利用者との関係」に対する職務満足度であった。訪問看護婦が利用者やその介護

者との良好な関係が保たれ利用者の持つニーズに十分な時聞や労力を投入できると認識していることが、利用者の総合的
な顧客満足に影響をおよぼすことが示唆された。訪問看護業務は、病院医療における看護業務と比較して、利用者やその

介護者との良好な関係基盤に強く顧客満足が影響されるという特徴を持っていると考えられる。

キーワード:介護サービスの質、顧客満足、職務満足

1 .緒言

近年、我が国では介護保険制度の本格的な実施

に伴い要介護認定基準、認定方法や介護サービス

提供システムなど、実施段階における“構造"や

“過程"に関する具体的な枠組みが、これまで主

に議論されてきた 1)。米国では、長期ケアを必要

とする高齢者の急速な増加に伴い、社会サービス

システムの最重要部門として位置付けられた在宅

ケアの興隆は、そのケアの質評価や質保証という

* 1 九州大学大学院医学系研究科環境社会医学専攻

医療システム学分野

* 2 京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻

医療経済学分野

* 3 鹿児島大学医学部保健学科地域看護・看護情報学講座

新たな問題を投げかける結果となった九在宅ケ

アでは、既存の生物学的なアウトカム(結果)評

価指標が適用しにくい集団が対象となること 3)や

質評価手法の蓄積不足が叫ばれていた 2)。このよ

うな状況から、在宅ケアを提供する上での科学的

な方法論の確立と普及を目的とし、将来的な指標

開発の基盤を提供するためMDS司HC(Minimum 

Data Set-Home Care)などがMorris的、 5) らによ

って開発された。本邦でも介護保険制度施行に伴

う“介護サービスの質評価"の重要性が益々高く

なってきていると考えられる 6)。

その一方で、介護サービスの最終的な成果は、

サービスによってもたらされた利用者のアウトカ

ム(結果)指標によって評価されるのが適当であ

り、この指標による質評価の重要性も認識されて
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きた7)、 8)。在宅ケアではその利用者に、高齢で身

体機能的、社会心理的あるいは精神的に多くの健

康問題を抱える“虚弱老人"を含むため、この集

団に対するケアの目標は機能の維持と自立に重点

が置かれる 3)ことも多い。さらに、このような利

用者が持つ多数の慢性疾患のためにアウトカム測

定には時間を必要とし、施設内での医療にはない

多くの特徴的な要因(例:長期におよぶケア期間、

多種のサービス提供者と家族を含む介護者の介

入、など) 7)、 9)のために望ましい合理的なアウ

トカム設定は非常に難しいとされている 3)。従来

から、医療分野ではその質を技術的要素と人間関

係的要素の 2つの大きな要素に分けて評価して

きた10)が、上記のような性質を持つ対象者に対す

る介護サービスでは、技術的要素よりも人間関係

的要素の相対的な重要性が増加するω と考えられ

る。しかし、介護サービスの質評価を客観的に行

うためにどのようなアウトカム指標を設定すべき

かに関しては十分な検討は行われていない。

これまで、医療従事者はもとより病院経営者、

行政関係者にまで、患者満足は医療の質評価の手

段として注目されてきたω。顧客としての患者満

足の向上は、それ自体が医療の目指すべき最終目

標(アウトカム)であることが従来から指摘され

ており 10)、健康水準の向上と同様に患者満足の達

成にも究極的な医療の質が存在するとされてい

るω。このような「医療の結果」凶としての重要

な評価指標である患者(顧客)満足は、介護サー

ビスにおいてもその質の重要な評価指標となり得

ると考えられている。 Abbeyは、在宅ケアプログ

ラムの評価領域として 9領域を提案しており、そ

の中で 6項目(領域)にわたる定期的な利用者満

足度評価の重要性を示している 3)。本邦では、こ

の介護領域における顧客満足について、主要サー

ビス項目の一つである訪問看護における患者満足

に関する研究は散見されるωが、患者満足がどの

ような項目や領域によって系統的に構成されるの

かに関しては全く不明のままである。

一方、組織にとって職務に満足した労働者は、

個人レベルや組織レベルで高いパフォーマンスを

発揮すると伝統的に考えられてきた。医療分野に

おいては、病院医療従事者の職務満足の低さが職

場の結合性Ccohesiveness)の低下や職員の離職

につながり、費用便益性や医療サービスの質、患

者満足に直結する重要な事柄として取り組まれて

きた肌肌 ω。Weismanらは避妊指導における看

護婦の職務満足と患者の医療満足ならびにコンブ

ライアンス(避妊法の実行)の関係をパス解析に

より検討している1ヘその結果、職務満足が患者

満足に有意な正の関連を示す一方で、この患者満

足を通して患者の避妊法の実行率にも正の影響を

およほしていたと報告しており、医療の結果(ア

ウトカム)を達成するために患者満足はもとより、

職務満足の重要性も強調している。しかし、

Weismanらは避妊法に対する総合的な満足項目の

みを患者満足として設定しており、職務満足を構

成するどのような領域が患者満足のどのような領

域と関連するかについては明らかにされていな

しミ。

この両満足度聞の詳細な関連について、今中ら

は医療従事者の職務満足と病院医療に対する患者

満足との聞に、満足度構成領域間で多軸的な正の

関連が存在することを報告している四一2九また、

我々の研究グループは、病院医療における職務満

足および患者満足の各領域聞における関連を分析

した結果、病院首脳陣と看護婦の職種聞における

患者満足に影響を与える職務満足領域に特徴的な

相違があることを示し、職務管理上極めて有益な

知見を得た23)。

介護領域においても、サービス従事者の職務満

足と利用者の顧客満足との詳細な関連性の検討

は、提供者にとって職務を満足度の高いものにし



利用者にとって質の高い介護サービスを提供する

ための喫緊の研究課題となっている2九しかし、

介護サービスにおける患者満足度などの質に関す

る評価手法は欠如しており 2)、実証研究に耐え得

る質問紙の作成・評価とデータの蓄積が介護サー

ビスの継続的な質評価と改善を図る上で必須で、あ

ると考えられる。そのためには、先行研究にみら

れるように両満足度が包括的な満足度領域のみで

構成されるのではなく、信頼性や妥当性を具備し、

各々の特性を捉えた複数の領域で構成されている

ことが肝要で、ある。そのような標準化された評価

方法を用いることで、患者満足を効果的に高める

具体的な訪問看護婦の職務満足領域の特定とその

後の客観的な施設問比較(ベンチマーキング)却)

などが初めて可能となる。

そこで、本研究では提供されるサービス内容が

比較的明確であり、利用者の健康状態の維持・改

善にとって直接的な影響が大きいと考えられる訪

問看護サーピスに焦点を絞って調査を実施する。

その上で、探索的に構成された職務満足と顧客満

足質問紙の内部妥当性の検討を踏まえ、訪問看護

における両満足度領域聞の多軸的な関連性につい

て考察することを目的とする。

2.対象および方法

(1)調査対象

対象施設は、 K県I保健所管内の訪問看護サー

ビスを行っている15施設である。それらの施設に

おいて、訪問看護サービスに従事する訪問看護婦

(60名)とその利用者 (219名)を対象とし自記式

質問紙を用いた調査を行った。利用者へは、訪問

看護サービス時に訪問看護婦が調査協力依頼文、

質問票と厳封用の封筒を配布し、次回の訪問看護

時に回答した利用者によって厳封された質問票を

回収した。一方、訪問看護婦へは質問票と厳封用
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の封筒を配布し、回答した訪問看護婦によって厳

封された質問票を施設ごとに取りまとめ、調査終

了後に利用者の質問票と共に一括して調査者が郵

送にて回収した。

(2)調査項目

訪問看護サービス利用に関する利用者への顧客

満足質問項目は、我々の研究グループが病院医療

に対する患者満足と職務満足の関連を探る目的で

検討してきた質問項目に基づき構成した紛。利用

者の顧客満足は、「訪問看護の利用しやすさJ(3 

項目、例:利用者の要望に対する素早い対応)、

「日常生活の改善J(3項目、例:日常生活の動作

の改善)、「訪問看護の技術的な質J(4項目、

例:訪問看護のケア・介助などの技能)、「訪問看

護婦との関係J(4項目、例:訪問看護婦の礼

儀・言葉づかい)、「訪問看護サービスの総合評価」

( 3項目、例:現在利用している訪問看護サービ

スには満足している)、「訪問看護サービス以外の

介護サービスの満足度J(3項目、例:ホームヘ

ルプに対する満足度)の 6領域(スケール)、 20

項目で構成されている。

満足度研究では、得られた満足度得点が一般的

に“満足した"方向へ高くなる傾向があるとされ

ているお)0 訪問看護サービスに対する同様の利用

者満足度調査でも総合的満足度得点が全施設平均

値で4.32(5段階評価)とかなり高い傾向を示し

たことが報告されていた回。 Rosset al.は、 5段階

のevaluationrating scale(poor， fair， good， very 

good， excellent)を用いて得られた満足度得点が、

正規分布とほぼ同等の得点分布を示すことを確認

しており 2ペ本研究においても顧客満足質問項目

の回答肢は、この 5段階のevaluationrating scale 

を用いた。

さらに、訪問看護利用者の基本属性(性別、年

齢)、日常生活活動度 (KatzのADL)、障害主疾
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患名ならびに訪問看護サービス利用期間について

は、担当の訪問看護婦に別途回答してもらった。

次に、訪問看護婦の職務満足質問項目は、

Stampsらによる看護婦の主な職務満足領域27)

給料(9項目)、専門職としての地位(8項目)、

看護管理(10項目)、自律(5項目)、看護業務

( 6項目)、看護婦相互の関係(7項目)、ならび

に看護婦の職務満足と患者満足の関連を検討する

ためにWeismanの設定した15項目ωを内包した質

問領域で構成されている。質問票を構成する領域

は、「利用者との関係J(3項目、例:訪問看護の

利用者との関係はうまくいっている)、「資源」

( 3項目、例:職場では質の高い看護婦に恵まれ

ている)、「職場の相互関係J(3項目、例:上司

との関係はうまくいっている)、「職場管理J(4項

目、例:訪問看護施設内での自分の責任に満足し

ている)、「敬意J(3項目、例:他のスタッフか

ら敬意をはらわれ尊敬されている)、「プロとして

の成長J(3項目、例:自分のプロとしての技能

を高められる)、「生活(報酬、時間、ストレス)J

( 3項目、例:家庭と仕事の両立は無理なくやっ

ていけると思う)、「訪問看護サービスの質J(3 

項目、例:自分が提供する訪問看護サービスの質

に満足している)および「総合的な満足度J(4 

項目、例:自分の職業に満足している)の 9領域

(スケール)29項目である。それらと共に訪問看

護婦の基本属性(性別、年齢、業務期間、勤務形

態など)についても回答を得た。

(3)統計解析

利用者の顧客満足は、顧客満足領域ごとに平均

点を求め、さらに担当する訪問看護婦ごとに満足

度の平均値を求め集計した。最終的に顧客満足得

点と訪問看護婦の職務満足得点を対応させること

が出来たケース数は43であった。その後、主な顧

客満足領域を目的変数とし訪問看護婦の各職務満

足領域を説明変数とするステップワイズ法による

重回帰分析を行い、顧客満足領域に有意に影響を

与える職務満足領域を特定した。解析では、説明

モデルに影響を与えると考えられた利用者ならび

に訪問看護婦の基本属性のみを強制投入しコント

ロールした。解析には、 SPSSver.lOを用いた沼)。

3.結果

本調査における有効回収数(回収率)は訪問看

護婦59名 (98.3%)、訪問看護サービス利用者156

名 (71.2%)であった。利用者の顧客満足領域ご

とに平均得点を算出し、集計の出来た訪問看護婦

数は43名であり、対象施設のうち利用者の担当を

決めずに訪問看護サービスを行っていた施設は施

設単位で集計し解析に加えた。本研究で用いた訪

問看護婦の職務満足質問票および利用者の顧客満

足質問票を構成する各スケールと基本属性の基本

統計量ならぴに α信頼性係数 (Cronbachの α引

を表 1に示した。訪問看護婦の職務満足スケール

では概ね0.7を超え、顧客満足スケールでは概ね

0.9前後を示しており、両質問紙を構成する各領域

は高い内部一貫性を保持していた。

表2には、ステップワイズ法による重回帰分析

において、主な顧客満足項目に有意な関連を示し

ていた職務満足領域を示した。「訪問看護の利用

しやすさJに有意な正の関連がみられた職務満足

領域は、「訪問看護サービスの質Jおよび「職場

管理」の 2領域であり、それらに対する職務満足

度が高いほど利用者側の「利用しやすさ」に対す

る顧客満足度も高いという結果が得られた。「生

活(報酬、時間、ストレス)Jは有意な負の関連

を示しており、訪問看護婦が仕事と生活の両立を

困難と認識し、待遇に対して不満足であるほど、

利用者の顧客満足度が高いという傾向を示してい

た。「日常生活の改善」では、同様に「訪問看護



サービスの質」が有意に影響をおよぼしており、

訪問看護サービスの質に職員が満足しているほど

日常生活の改善に対する顧客満足度が高いという

傾向を示していた。最後に、全体的な訪問看護に

対する満足度である利用者の「訪問看護サービス

の総合評価」には、訪問看護婦の「利用者との関

係」が有意な影響をおよぼしていた。また、これ

らのモデルに対するR2は、いずれも0.2以上であ

訪問看護における職務満足と顧客満足の多軸的な関連 45 

4.考察

本研究の対象者である訪問看護サービス利用者

は、平均年齢が約80歳と訪問看護サービス利用者

を対象とした他の研究ωと類似の年齢属性を持つ

集団である。医療において、患者は自分たちの医

療行為に関わっている医療従事者を疎んじること

になるのを恐れるため、満足度に関する自分の意

った。 見を表明したがらないというDonabedianの指摘

がある則。このため、調査では利用者や訪問看護

婦が回答した質問票を厳封して回収し、対象者の

表 1 訪問看護利用者および訪問看護婦の基本属性と各満足度スケールの信頼性係数

統計量 Cronbachの α

基本属性

利用者の年齢(歳) 80.14 (12.40) 

利用者の性別(男性の人数%) 64 (33.3) 

利用者のADL 11.22 (4.17) 

利用期間(単位:月) 22.75 (16.09) 

訪問看護婦の年齢(歳) 41.07 (5.67) 

業務期間(単位:月) 35.10 (24.05) 

顧客満足

訪問看護の利用しやすさ (3) 3.45 (0.72) .773 
日常生活の改善 (3) 3.00 (0.86) .900 
訪問看護の技術的な質 (4) 3.54 (0.78) .927 
訪問看護婦との関係 (4) 3.78 (0.77) .950 
訪問看護サービスの総合評価 (3) 3.66 (0.89) .932 

他の介護サービスの満足度 (3) 2.22 (0.42) .860 

職務満足

利用者との関係 (3) 3.92 (0.67) .759 
資源 (3) 3.30 (0.72) .723 
職場の相互関係 (3) 3.95 (0.75) .843 
職場管理 (4) 2.88 (0.71) .739 
敬意 (3) 3.48 (0.53) .594 
プロとしての成長 (3) 3.30 (0.63) .800 
生活 (3) 3.19 (0.91) .777 

訪問看護サービスの質 (3) 3.00 (0.77) .879 
総合的な職務満足度 (4) 3.51 (0.87) .896 

注:統計量は利用者の性別では、男の人数(%)を表し、その他の変数では平均値(標準偏差)を表す。
:顧客満足、職務満足のカッコ内の数字は項目数を表す。
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正確な満足度を把握するよう努めた。訪問看護サ

ービス利用者の回答負担をできるだけ減らし、回

収率を上げるために利用者の基本属性などは施設

台帳をもとに訪問看護婦から別途回答を得た。ま

た、顧客満足度評価にevaluationrating scaleを

用いたことで、平均の満足度得点が3.28となり先

行研究15)でみられた高満足度への評価の著しい偏

りが改善されたものと考えられる。 Rossらが報告

しているように、やや満足度得点が高くなる傾向

は残っているもののお)、満足度研究における本評

価手法の有効性の一端が示されたものと考えられ

る。

本研究で用いた顧客満足ならびに職務満足の各

質問紙は、主に医療分野での先行研究で用いられ

た各質問票の構成領域に基づき作成したものであ

るが、説明モデルの決定係数や各領域の

Cronbachの αは全体的に高く、各質問紙を構成

する各領域は妥当なものであると考えられる。

Jetteは、ホームケアにおいてその質に影響を与え

る考慮すべき要因として、①サービスに対するニ

ーズの規定要因に、医学的な問題だけでなく他の

要因(機能的、認知的、社会心理的な状態)も存

在すること、②サービスが家族などのinformalな

介護者のケアと共に在宅で提供されること、など

を挙げその特徴を説明している。また、施設内の

管理レベル却、職員間のtensionやconflictω など

の職務環境が職務満足に重要な影響をおよぼすこ

とが報告されている。今回、解析に加えなかった

表2 重回帰分析による各顧客満足に関連する訪問看護婦の職務満足領域

訪問看護の利用しやすさ 日常生活の改善 訪問看護サービスの総合評価

基本属性

利用者の年齢 .160 .030 .117 

利用者の性別 一.077 -.210 一.280t 
利用者のADL .106 .066 .106 
利用期間 .102 -.156 .179 

訪問看護婦の年齢 一.117 .077 .202 

業務期間 .182 .148 .176 

職務満足

利用者との関係 .443(1)* 

資源

職場の相互関係

職場管理 .507 (3) ** 

敬意

プロとしての成長

生活 -.576 (2) 紳

訪問看護サービスの質 .480(1) 紳 .489 (1 )料

総合的な職務満足度

R 2 for the model .548 .312 .297 

F ~直 4.438 ** 2.264 * 2.109↑ 

紳*・ p<O.OOl、肺:p<O.Ol、*:p<0.05，↑: p<O.l 

注:表中の職務満足の数字は、有意な標準偏回帰係数(投入されたステップ)を表す。



利用者の心理的状態、介護者の介護負担感、提供

施設の属性や顧客満足度に設定した他の介護サー

ビスに対する満足度が、本研究で明らかになった

職務満足度と顧客満足度との関連にどのような影

響をおよぼすのかに関しては今後さらに検討を重

ねたい。

本研究では、訪問看護サービスに対する利用者

の顧客満足に影響を与える訪問看護婦の職務満足

領域を明らかにすることを目的として調査を行っ

た。その結果、訪問看護サービス利用者の各顧客

満足領域に有意な関連を示す、特徴的な訪問看護

婦の職務満足領域が明らかとなった。

利用者の「訪問看護の利用しやすさjに有意な

影響をおよぽしていたのは、訪問看護婦の「職場

管理」、「生活Jおよび「訪問看護サービスの質」

に対する職務満足領域であった。これは、職場の

意志決定に参加する機会が多く、サービス提供に

関する方針決定に影響をおよぼすことができると

認識している訪問看護婦は、利用者からのニーズ

発生時に迅速に対応することが可能となり、結果

として利用に関しての顧客満足度を高める方向に

影響をおよぼしたと考えられる。この職場の意志

決定への参加の程度が高い職務満足をもたらし、

患者の満足やコンブライアンスに影響をおよぼす

ことは、医療分野においても実証されている肌 30)。

さらに、利用者のニーズに対する迅速な対応とそ

の希望に対する配慮が、訪問看護婦の業務の質を

決定する重要な要因の一つであると考えられ、訪

問看護婦の「訪問看護サービスの質」に対する満

足度が有意な関連を示していたものと考えられ

る。訪問看護婦の「生活」に対する満足度は、

「訪問看護の利用しやすさJに対して負の関連を

示していた。病院医療における職務満足と患者満

足の関連を探った我々の研究でも同様な傾向がみ

られた2九これは、業務に熱心な訪問看護婦ほど

ストレスを感じ、自分の家庭との両立が困難に感
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じるなど、訪問看護業務における顧客満足を達成

するための業務負荷の一端を示していると考えら

れるが、逆に過大な負担は訪問看護の質を結果的

に低下させるとも考えられる。これらの満足度領

域聞の関連性については今後、詳細な因果関係の

検討が必要である。

利用者の「日常生活の改善」に有意な関連を示

していたのは、訪問看護婦の「訪問看護サービス

の質」に対する満足度であった。利用者の受けて

いる主な訪問看護サービスの中で、身体や手足の

動作介助や利用者とその介護者の精神的支援など

は、利用者のニーズ、が最も高い項目であると報告

されており ω、それらの充足は日常生活の質改善

に直結するものと考えられる。このため、訪問看

護サービスにより利用者にもたらされた“成果"

としての「訪問看護の質」に対する職務満足と利

用者の日常生活の改善に対する顧客満足が正の関

連を示していたものと考えられる。

さらに、「訪問看護サービスの総合評価Jに対

して影響をおよぼしていたのは、訪問看護婦の

「利用者との関係」であった。利用者やその介護

者との良好な関係が保たれ利用者の持つニーズ、に

十分な時間や労力を投入できると訪問看護婦が認

識していることが、利用者の総合的な顧客満足に

影響をおよぼすことが示唆された。一方、我々の

研究グループが行った病院医療における研究で

は、患者の「入院医療の総合評価jに関する満足

度に影響をおよぽしていた職務満足領域は、看護

婦の「プロとしての成長jであった2九この結果

から、介護サービスにおける訪問看護業務は、病

院医療における看護業務と比較して技術的な専門

性が要求される場面は相対的に少なく、利用者や

その介護者との良好な関係基盤を通して総合的な

顧客満足が高められるという特徴を持っていると

考えられる。医療分野では、患者の高い医療満足

は医療従事者にとって職務上の“報酬"となり、
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結果的に職務満足を高めることになる可能性ωゃ

職務満足と患者満足の一方を高めることが他方も

高めることになる相補的な関連性も示唆されてい

る3九本研究では、医療分野と同様に顧客満足と

職務満足の正の関連性が示され、利用者の総合的

な満足度である「訪問看護サービスの総合評価」

に影響をおよぼしていたのは、そのような両者の

相互関係に深く関連する訪問看護婦の職務満足領

域であった。このことから、訪問看護サ}ピスに

おいても両満足度間の正の相互作用が存在するこ

とが十分考えられ、その因果関係の詳細について

は今後の検討課題である。

職務満足の「総合的な満足度」は、顧客満足の

「訪問看護サービスの総合評価」を有意に説明す

る変数とはならなかった。顧客満足と職務満足の

多軸的な関連を検討した医療分野における研究に

おいても、我々は同様の研究結果を得ているお)。

一般的には、総合的な各満足度は有意に関連して

いる 17、31)が、各満足度は本研究で分割した多領域

にわたる項目をほぼ網羅したものを一つの(総合)

満足度として設定したものとなっている。そのた

め、本研究で用いた総合的な評価のみを各総合満

足度とした領域間に有意な関連がみられず、他の

より具体的な領域との関連が明らかとなった可能

性が考えられ、多軸的に満足度聞の関連を探る意

義の一つがそこにあると考えられる。この点に関

しては、本研究で設けた各領域や項目の再検討な

どを踏まえて、継続的に検証していきたい。

Weismanらが指摘するように、顧客満足に有意

に影響をおよぼす訪問看護婦の職務満足領域に重

点的に働きかけを行うことで、系統的に利用者の

満足度向上を達成できる四)という組織経営上有益

な可能性が本研究によっても示唆された。今後、

内容妥当性に基づき探索的に作成された各質問紙

の構成領域に対する信頼性、再現性の検証を行い

つつ、各満足度と利用者の他のアウトカム(例:

QOL 、生活満足など)との関連についても検討

を加えていきたい。
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研究報告

内科系医療技術の評価手法に関する研究

-RBRVsの適用可能性について-

遠藤久夫*

本研究の目的は内科系医療技術を経済的に評価するための手法として、医師に対するアンケー卜調査によって得た個々
の医療サービスの負担感(=総合負荷)とサービス提供に要した時間(=直接時間)を用いることが適当であるかどうか
を検証することにある。分析結果は以下の通りである。

1 )回答者の専門性の違いや経験年数の遣いが回答結果に与える影響は小さい。
2 )総合負荷と直接時間の相聞は総じて高い。
3 )専門家による「外挿法」の結果は、アンケー卜調査結果とほぼ同じ評価値を示した。
このことより、本評価手法の有効性は高いと考えられる。また、分析によって以下の内容が明らかになった。
1 )時間当りの総合負荷の値は、診断、治療方針決定、生体検査判定、処方などの分析的要素の比重の高い医療技術の
方が処置、検査実施などより大きい。

2 ) 同じ医療技術でも対象とする患者の特性や疾病特性により「総合負荷」や「直接時間」が異なる。
3 )現行の報酬体系は過剰に評価されている技術と過小に評価されている技術とが混在している。

キーワード:RBRVS、アンケート調査、診療報酬

I 調査研究の目的と内容

1 .内科系医療技術注1の相対評価の背景と目

的

(1 )背景

医療行為に対する報酬を巡ってはさまざまな視

点からの議論があるが、そのひとつに「もの」と

「技術」を分離して評価すべきだというものがあ

る。一般に「ものjに対する経済的評価は「技術」

に対する経済的評価より技術上簡便である。それ

は「ものjの場合は個別に納入業者と医療機関と

の取引による市場価格が形成されており、それを

* 学習院大学経済学部教授

参考とすることが可能で、ある。もちろんこの市場

価格は診療報酬点数、すなわち公定価格の存在に

よって歪みが生じている可能性があるためその点

の考慮は必要である O 一方、技術に対して経済的

評価を行う場合の市場価格に該当するのは医療従

事者の報酬(賃金、所得)であると考えられる。

この場合も公定価格による歪みが生じていると考

えられるが、それ以上に経済的な評価をする上で

の困難さが存在する。ひとつは、医療従事者は多

様な業務をこなしているため個々のサービスに費

消した時間の把握には改めて時間の計測が必要と

なることである。さらに面倒なことに、賃金を単

に時間で按分しただけでは技術に対する適切な経

済的評価だといえないことである。サービス提供

時間が同じであっても医療従事者の精神的、肉体
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的負担が大きいものもあれば小さいものもあるか

らである。したがって時間の計測に加えて何らか

の補正を加えることが必要となる O このように技

術評価には困難さが伴うが、内科系医療技術は外

科系技術と比較して医療サービスのインプットに

占める「もの」の割合が小さいため、技術の経済

的評価はより重要になる。本研究の目的は内科系

医療技術を合理的に経済評価するための有効な手

法について検討することにある。

実は、上記の議論はその背後には、医療の経済

的評価尺度は「市場ベース」か「投入ベース」か

という、より本質的な問題を含んで、いる。「市場

ベース」で評価するということは、実際に医師に

支払われた報酬を需給関係が反映された市場価格

とみなして、これを医療技術に対する報酬額決定

のベースとすることである。このアプローチは医

療サービス市場が効率的であれば適切である O し

かし、いうまでもなく、わが国の医療市場は公定

価格によって運営されており、また自己負担額が

実際のコストより低く設定されている、医師と患

者聞の情報の非対称性の存在があることなどを考

慮すれば、医療サービス市場はとても効率的だと

はいえない。一方「投入ベース」は、医療サービ

スの供給に伴う有形・無形の投入資源の大きさを

ベースに報酬額を決定しようという考え方であ

るO これは需要側の要因が全く考慮されていない

という(ある意味では決定的ともいえる)問題が

あるが、市場が有効に機能していない場合は、次

善の手段として有効だと考えられる。

この市場ベースか投入ベースかという議論はア

メリカのメデイケアにおける医師報酬の決定に際

し論議を呼んだ。アメリカにおけるメデイケアは

25年間に渡り CPR(Customary，Prevailing，and 

Reasonable)方式、すなわち「実際の請求実績に

基づく料金設定方式Jにより医師の技術に対して

給付を行ってきた。しかし保険者による給付額格

差や診療形態や医療技術の変化への対応の遅れ、

給付額の地域格差等の問題が顕在化することによ

り、報酬額の公定化の検討が進められた。その過

程で新たな価格は「請求額ベースJ(すなわち市

場ベース)で算定すべきか、「資源ベース」で算

定すべきかという議論が起きた。しかし、ハーバ

ード大学の研究等から請求額のデータを基準とし

た場合、実態にそぐわない矛盾が見られるなど正

常な市場機能が作用していないとの判断がなさ

れ、「資源ベースjの相対評価スケール (RBRVs)

の検討が行われることとなった柱20

わが国と比較してはるかに市場原理が浸透して

いるアメリカの医療市場においても、市場ベース

で医療を評価することは適切でないとされたこと

を見ても、わが国における技術評価は「投入ベー

ス」で行わざるをえないと考えられる。

(2)研究内容

上記の議論を踏まえて、医療技術を投入ベース

で評価することを前提として、医師に対して郵送

アンケート調査により、医療技術の提供に伴う負

担感と所要時間を計測し、その結果を用いて以下

の視点から検討を加える。

1)主観的評価としての「総合負荷」と客観的指

標である「直接時間jとの関係を明らかに

する。報酬額の決定要素として「総合負荷」

と「直接時間」のどちらを重視すべきかと

いうことは議論を要す。「総合負荷」はいわ

ば大変さを意味するので報酬の対価として

とらえるには適当な指標であるが、客観性

という点に課題がある。「直接時間」は客観

的であると同時にサービス提供における機

会費用をあらわす指標としても意味がある。

もし「総合負荷」と「直接時間」が高い相

関性を有しているのであれば一律に「直接

時間」を以って「総合負荷」の代理変数と



して使用することが可能で、ある。また相関

が小さい場合、「直接時間」と「総合負荷」

をどのように組み合わせるのが適当かを検

討する。

2)同ーの医療技術に対する評価が回答者の属性

(専門性等)によって大きく異なるのか否か

は本研究にとって重要な意味をもっ。回答

者属性により回答結果が大きく異なる場合

は、分析結果に合理的な補正方法を考案し

なくてはならないだけでなく、「総合負荷」

という主観的評価を報酬額決定の要素とす

ること自体の不安定さを示すものとなる。

3)医療技術開ごとの「総合負荷」及び「直接時

間」の相違を明らかにする。すなわち、医

療技術聞の相対評価を行う。また、同一医

療技術であっても対象患者(疾患)の違い

によってこれらの指標がどのように異なる

のかを明らかにする。これらの作業によっ

て医療技術と報酬額との関係の妥当性を検

討する。

4)試みに、現行の報酬点数の示す技術聞の相対

評価と本調査による相対評価結果とに希離

があるかどうかを検討する。これにより現

行の診療報酬点数の歪みの有無を明らかに

する。

5)少数の専門家による評価方式 cr外挿法J)の

妥当性を実験する。少数の専門家による

「総合負荷Jr直接時間」の評価結果と代表

性を有するだけのサンプル数を確保したア

ンケート調査結果とが大きく希離しないこ

とがわかれば、外挿法によって得た値でも

代表性をもつことになる。外挿法を用いれ

ば数多くの医療技術を低コストで迅速に評

価することを可能にするため、その実行可

能性を検討する。
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2.本調査研究の特徴

(1)本調査研究における医療技術評価の特徴

本調査研究の特徴は、第ーには医療技術に対し

て医師自らが主観的な評価を行うことである。評

価尺度のひとつである「直接時間」は客観評価で

あるが、もうひとつの評価尺度である「総合負荷」

は医師の主観的な評価である。

第二の特徴は負荷の評価に関しては医療技術聞

の相対的な差のみを評価している点である。すな

わち本研究は医療技術Aは医療技術Bの1.5倍の負

荷がある、といった相対評価を行うものであり、

医療技術Aはいくら、医療技術Bはいくらと直接

に報酬額を算定する絶対的評価を行うものではな

し、。

第三の特徴は「技術料」という言葉が持つイメ

}ジにある「個々の医師の技能に対応した報酬」

という観点はもっていないことである。個々の医

師の経験や能力を報酬額に反映させることには合

理性があるが、本研究はあくまでも異なる技術開

の評価に焦点を置くものであり、個々の医師の能

力差には着目しない。平均的な技能を有する医師

の技術を評価するという前提に立つものとする。

第四の特徴は本研究から導出された医療技術開

の相対評価の結果は、報酬の支払い方式(出来高

払い、包括支払いなど)を規定するものではない

ことである。本調査によって技術聞の相対評価を

行い、それから何らかのプロセスにより個々の医

療技術の適正な報酬額が決定できたとしよう。こ

れを出来高払い制の下での個々の技術の報酬額と

して使用しでもかまわないし、他の技術と組み合

わせて包括支払いの対象としてもかまわない。そ

の場合でも、合理的な包括金額を算定する上で本

研究の結果は有益となるのである。
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(2)先行研究との相異点

本調査研究の調査スキームを検討するに当た

り、先行研究例として米国RBRVs(Resources 

Based Relative Value Scale)を参考とした。本調

査と米国のRBRVs調査との相違点は以下のとお

りである。

1)評価手法において米国のRBRVsが電話イン

タビュー形式を採用していたのに対して本

調査研究ではアンケート調査方式とした点

2) RBRVs調査の評価要素は 4つであったが

(最終的に本調査では時間に一本化)、試行

実験の結果「時間Jを「直接時間JI総合負

荷」の 2つにした点

3)専門分野および医療技術の選定において米国

のRBRVsが外科系を含む18の診療科目につ

いて各22の医療技術を評価していたのに対

して内科系診療分野を対象に各科60程度の

医療技術を評価した点

またわが国における外科系医療技術の評価体系

として「手術報酬に関する外保連試案(外保連)J

があるが、外保連試案は絶対評価を基本とした原

価調査データに基づく評価を行っているのに対し

て、本調査は医療技術聞の相対評価とした点が大

きく異なるところである

3.内科系技術評価体系の考え方

わが国の診療報酬体系では、原則として医療技

術を診療行為の種類と対象となる臓器(疾病)と

の組み合わせで評価している(例:腹部エコー検

査)。しかし、確定診断前の診断技術(例:初診

料)は対象となる疾病で分類されることなく一律

の額で評価している。これは米国のCPT-4

(Physician's Current Procedural Terminology，4th 

ed.)では、患者属性を考慮した診断料の設定を

行っていることと対照的である。また技術の提供

主体という視点から見ると、①医師の技術を独立

して評価したもの(例:画像診断料、初診料)、

②医療技術全体(コメデイカルスタッフの評価、

治療や診断に関わる医療機器等の評価を包括した

もの)を包括的に評価したもの(例:各種処置料)、

③主として医師以外のスタッフが提供する技術を

評価するもの(例:検体検査料)に大別できると

考えられる。これからわかるように現行の報酬体

系は、医師が提供する技術を単独かつ網羅的に評

価してはいない。そこで本研究では、医療技術

(医師が提供する医療サービス)を評価する軸と

して、下記の 3つの視点で評価すべき技術の選定

を行った。

①医療技術分類のバリエーション(診察、検査、

処置等)……技術(群)の単位

-各医療技術群にはさらに多様な医療技術、

具体的な診療行為の種類が存在する

②患者特'1空のバリエーション(年齢、疾病、重

症度等)…・・・技術の提供対象

③医療機関特性のバリエーション(医療機器、

スタッフ等)・…・・①および②に影響

この概念に基づき、医師の技術評価体系(内科系

技術評価の視点から)の整理を行ったものが、

表 1である注30

E 医師アンケー卜による医療技術評価調

置

1 .調査方法

設問は表 1の概念に基づき、①診療頻度が高く

医療技術として代表的であるもの、②難易度(難

しさ)にバリエーションが得られるもの、という

条件で幅広く評価対象技術の候補を作成し、内科

系学会社会保険連合(内保連)の医師で構成され

る専門委員会で、決定を行った。その結果、設問内

容および回答対象専門分野として、勤務医のうち

循環器、呼吸器、消化器、および開業医の 4分野
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表 1

N 0.1 行為(技術)分類(大分類) I 定義・説明 ! 備考 主な行為(中分類)
A: 1 1診察 診断実施|診察・診断;問診・診察 |・問診、診察を中心に鑑別 1・検査オーダーを含む。

2 

3 

4 

5 

B 1 6 1検査実施

7 

C 1 8 治療関連

1 9 

10 

D:ul救命救急

E : 121訪問診療

F : 131オンコ}ル対応

G : 141生活指導

日 1 151カウンセリング

1 : 161説明と同意

診断、検査方針の決定まで ー
; ドの診療行為。 1

区Illí 'wらみ五「張主詰某抗日，U:該 T~幅五財J五百陥司、一一一ーーーーーーーーーーーー-
l い断を下し、治療方針の決定 l看護婦への指示だし、カル

ーーーーーーーーし乏官 1J_CZ<72~安ilJî巻己ー- ~τ~èÀ乏含Y'2_ ーーーーー--'--一ーーーー一一ーーーーーーー
1. )患者病態管理として、ル

!慢性疾患管理(再診)ーチン的な検査データの確
E |認、患者状態観察等の行為。

判定・読影 l生体検査判定 | 特定の検査の結果判定をト結果の記録は含み、検査|呼吸循環機能検査(超音被検査、内視鏡

: 同で行う場合。の実施は含まず。 lrzA週五撲協同)
定、脳波検査判定、神経筋検査刊定、
耳鼻咽喉科学的検査判定、限科学的検査
判定、臨床心理ー神経心理検査判定、負
荷試験判定、内視鏡検査(臓器別)判定、
IR 1検査判定等

--ーーーーーーーーードーーーーーーーーーーーーーー -4-ーーーーーーーーーーーーーーー1-ーーーーーーーーーーーーーーー
;読影診断 |・特定のフィルム読影を単 1・検査の結果は合み、検査 Ix椋TV(臓器別)読影診断、一般撮影
I ド独に行う場合の実施は含まず。 u臓器別)読影診断、 CT撮影(臓器別)

1-"." ， ，--0 l'  "，.~ ._， --， v 読影診断、 MR1撮影(臓器別)読影診
l 断、 PET撮影(臓器別)読影診断 等

I生体検査実施 | 生体検査に関わる準備かト患者説明、記録、整理等|呼吸循環機能検査(超音波検査、内視鏡
ら実施までの行為。 1は含まず、協力スタッフへ|検査を除く)実施、超音波検査(臓器別)

I ----，.~~. - I ........u--.~kkl_l.~.3-実施、監視装置による検査(臓器別)実

の指示等は含む。 I施、脳波検査実施、神経 e筋検査実施、
耳鼻咽喉科学的検査主施、眼科学的検査
実施、臨床心理神経心理検査実施、負
荷試験実施、内視鏡検査(臓器別)実施、
IR 1検査実施等

1-_ーーーーー】一一-1-一一ーーー一一一一一ー一一一一二一一一一一一一ー同ーーー__ _ _1_ _ __同ーーー----一回--
l画像撮影実施 |・特定の撮影に関わる準備 Ix線TV(臓器別)実施、一般強影(臓
: トから実施までの行為で協力器別)実施、 CT撮影(臓器別)実施、

1:" _"V ':~:..; -;':'，- IMR 1検査(臓器別)実施、 PET禄影
1スタッフへの指示等を含む n臓器別)実施等

; 十行為。 1

l処置(注射、手技的な行為) I・処置に関わる準備から実 1 協力スタッフへの指不、 |各種注射、創傷処置、ドレーン法、湿布
上施までの行為 l記録行為は含み、患者説明、|処置、穿刺(部位別)、エタノール局所
I IJIJ:!J， d-o .... V .J 'J "'''':10 整理等は含まずo lEG1223ト立与えiJ理作、

ジー法(部位別)、イレウス管挿入、血
紫交換療法、人工腎臓、局所極流、腹膜
湛流、ストーマ処置

L_________________L_______________~_______________~ 

「 ーー ーーーーー司自ーー寸ーーー--回目ー町田--【ーー四1--ーーー四ーー--------
l処方 | 投薬に関わる薬の選択と 1・製剤、調剤の行為は含まず。|各種処方

1用量等の決定、処方筆書き;
いこ関わる行為。 1

1..____________ーーー」ーーーーーーーーーーーーーーーー，-ーーーーーーーーーーーーーーー「ーーーーーーーーーーーー r-------------------------------~ 
限素吸入(各種)、インキュ

lその他処置 一 |気圧酸素治療等

' 判断、処置、指示を伴う ト手術、入院までの対応と |救急外語の初期治療、中毒、環境障害の
緊急的な対応全般。 1する。 I初期治療、その他各科技急の初期治療
・ 訪 問診療は、施設外サー在宅における設祭診断、在宅における

ビスと し て 在 宅 で 実 施 す る 詫ti52224?謹詰2235、
診療 行 為 全 て 。 噂 等 )

オンコールは、時間帯を;
間わない緊急的でかつ直接 l

患者をみない状況下(ベッ l
ドサイド以外)での各専門 1

職への指示だし等の行為。
-慢性期疾患、生活習慣病 l ・一般の診断行為の範囲を
に対する、特別な生活上の(超え、特別に実施する患者
指導等の行為。 1サービス0

・特別な相談、指示等の行; 一般の診断行為の範囲
為全般。 1を超え、特別に実施する患

!者サ}ビス。

特別な説明、説得等の行 l・一般の診断行為の範囲を
為全般。超え、特別に実施する患者

lサービス。
J 1 171コンサルトの実施(返信) 他医師からの専門的な問;・調査、記入作業を含む。

K : 181福芥扇蓮

い合わせに対する相談(返 I

信)行為。
患者紹介のための、簡単!

な調べもの、紹介状書き、 ; 
返書書きに関わる行為。 1
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を選ぴ、各分野ごとに約10程度の患者像とそれに

関連する60前後の診療行為を設問とした。また設

問構成は、「すべての専門分野に共通の診療行為」

「勤務医の 3専門分野(循環器、呼吸器、消化器)

に共通の診療行為Jrすべての専門分野毎の専門

の診療行為」とした(表 2)。なお、具体的な設

問の一部は表8に示した。

2.評価の方法

評価基準としては、平均的な患者像に対し平準

的な診療行為を行うのに必要とされる時間を分単

位で評価する「直接時間jと、平均的な患者像に

平準的な診療行為を行うのに伴う所要時間、スト

レス、難しさ等の心理的・肉体的負荷である「総

合負荷」を採用した。「総合負荷」の評価方法は、

主観的評価には量測定法 (MagnitudeEstimation) 

を用いた相対評価が有益であるとしたアメリカの

先行研究等から量測定法を採用した。具体的には、

「鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事前に初

診来院した。 23歳男性の「問診・診察Jを行った。

(検査の実施は含まず。)Jという医療技術(医療

サービス)に伴う「総合負荷」を 1とし、他のサー

ビスがその何倍の負荷であるかを評価してもらう

ことにした。

3.アンケー卜調査の実施状況

本調査研究は、内科系学会社会保険連合(内保

連)と臨床内科医会の会員を対象に、アンケート

調査方式にて、各種データの収集を行った。なお

対象者の選定にあたっては、指導医、認定医等の

資格の有無、診療実績(週間診療患者数)、経験年

数(卒後年数)、就業医療機関の各種条件について

検討を行い、その結果次のような選定条件を設定

した。①極端に経験年数の浅い医師は除外する、

②極端に週間診療患者数の低い医師は除外する、

③可能な限り資格を有する医師が望ましい。

アンケート調査は平成12年上旬にし、配布調査票

数および回収調査票数は、表3のとおりで、あった。

表 2 専門分野と設問構成(患者像と設問の数量)

専門分野 全専門分野共通 勤務医共通 専門分野専用 小計

勤務医(循環器) 患者像数:4 患者像数:3 患者像数:3 患者像数:10 
設問数 :24 設問数 : 58 

勤務医(呼吸器) 設問数 : 21 設問数 : 13 患者像数:4 患者像数 :11
設問数 : 27 設問数 : 61 

勤務医(消化器) 患者像数:3 患者像数 :10
設問数 : 25 設問数 : 59 

開業医(※) 患者像数:6 患者像数:13 
設問数 : 31 設問数 : 65 

注(※) 本調査においては内科系に限定したので開業医を専門分野のーっとして分類した。

表 3 調査票の配布と回収の結果

専門分野 配布数 回収数 回収率

勤務医用 循環器 151 67 44.4% 
呼吸器 136 72 52.9% 
消化器 136 59 43.4% 

開業医 200 123 61.5% 
合計 623 321 51.5% 



E調査分析結果

1 .回答の分布特性

統計的検定(コモロゴロブースミルノフ検定)

の結果、すべての回答結果が正規分布に従わない

ことが判明したため、回答値は中央値を使用し、

検定もノンパラメトリック検定を行うこととし

た。

2. r総合負荷」と「直接時間jとの関係

(1 )相関関係について

表4は、各設問に対する「総合負荷」と「直接時

間」の中央値を、全分野共通設問、勤務医共通設

問、各専門分野別設問に分けて相関係数を算出し

たものである。表では設問を11グループに分類し、

各グループに属する設問の「総合負荷Jの中央値

および「直接時間」の中央値の相関係数を示して

いる。

全科共通設問に対する循環器の回答結果、呼吸

器の回答結果、消化器の回答結果、専門分野別設

問に対する開業医の回答結果、循環器の回答結果、

呼吸器の回答結果、消化器の回答結果は相関係数

0.8以上ときわめて高い相関を示した。一方、全科

共通設問に対する開業医の回答結果、勤務医共通

設問に対する循環器、呼吸器、消化器の各回答結
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果が相関係数0.48から0.63とやや低い傾向を示し

た。以上より、一部に相関係数が低いものがある

ものの、総じて、「総合負荷Jと「直接時間」は

高い相関があり、「総合負荷」の代理変数として

「直接時間」を使用できる可能性を示したといえ

る。しかし、全ての医療技術を「直接時間」で評

価することは適切で、はないことも示唆している。

(2)負荷密度(1分間当りの負荷)について

「総合負荷」と「直接時間」との関係をみる指

標として相関係数とは別に「負荷密度」という指

標を作成し、設問問でどの程度の差異があるか調

べた。「負荷密度」は「総合負荷jの中央値を

「直接時間」の中央値で除した値として定義した

もので、いわば時間当りの「大変さ」を示したも

のである。この値が設問問でどのように違うのか

を示したのが表5である O 表中の*は、設問ごと

の結果 1つに対応する。

各専門領域とも設問の 7-8割程度は負荷密度

0.2-0.4台に分布した。しかし、診断・治療方針

決定、生体検査判定、読影診断、処方など「判断

的要素」の比重が高い技術は「直接時間」が短い

割に「総合負荷」が大きいため負荷密度が高くな

る傾向が見られた。このように医療技術によって

負荷密度が異なるため、「直接時間」を「総合負

荷」で代理する場合、医療技術の特性によって調

整する必要があると考えられる。

表4 中央値ベースの「総合負荷」と「直接時間」の相関関係

相関係数
全科共通設問

有意確率

相関係数
勤務医共通設問

有意確率

相関係数
専門分野別設問

有意確率

注)サンプルは各分野別の回答者(回答者数)

有意確率は両側

循環器

0.817 

0.000 

0.482 

0.095 

0.887 

0.000 

中央値ベース

呼吸器 消化器 開業医

0.889 0.851 0.635 

0.000 0.000 0.020 

0.603 0.633 

0.029 0.020 

0.959 0.929 0.860 

0.000 0.000 0.000 



g 

間
融
制
論
議
道
湖

て
色
h
U
N
-
-
]
{

負荷密度(r総合負荷J/ r直接時間J) 

0.1台

* 
* 

* 
* 
* 

* * * 
*** * 
** ** * 

* 
**** ***** * 

* * ** ** 
**** ****** * 

* ** *** 
** ***** 

* 
12 

20.3% 

その他:0.5以上

0.4台 0.5以上0.3台0.2台

15 

25.4% 

01台 0.2台

*** **** 
* 
* 
*** * 

****** * 
***** **** 

** 
** * 

******* * ** 
***** * * 

* * * ** 
******** 
24 5 10 

37.5% 7.8% 15.6% 

21 

32.8% 

その他:0.5以上

0.4台 0.5以上

14 

23.7% 

0.3台

4 

6.3% 

呼吸器

医療技術分類

処置

カウンセリング

コンサルトの実施(返信)

訪問診療

慢性疾患管理(再診)

説明と同意

生活指導

生体検査

紹介関連

問診・診察

処方

診断・治療方針決定

生体検査判定

読影診断

オンコール対応

合計

割合

開業医

医療技術分類

生体検査

訪問診療

コンサルトの実施(返信)

カウンセリング

読影診断

問診・診察

慢性疾患管理(再診)

紹介関連

診断・治療方針決定

生体検査判定

生活指導

処方

合計

割合

その他:0.5以上

0.1台 0.2台 0.3台 0.4台 0.5以上

**** ** * * 
* ** * 

* 
* 
* 
* * 

**** * *** * 
* * 
* ** ******* 

* * * *** *** 
* 

* *** 
*** 
11 

20.0% 

16 

29.1% 

表 5

7 

12.7% 

15 

27.3% 

6 

10.9% 

循環器

医療技術分類

生体検査

生活指導

説明と同意

カウンセリング

コンサルトの実施(返信)

紹介関連

問診・診察

慢性疾患管理(再診)

診断・治療方針決定

生体検査判定

オンコール対応

処方

読影診断

合 計

割合

14 

23.7% 

4 

6.8% 
消化器

医療技術分類 I 0.1台 0.2台

処 置 1**  
オンコール対応 * 
コンサルトの実施(返信)I * 
慢性 疾患管理(再診*

カウンセリング ** 
生体検査 * *** * ** 
説明と同意 *** ** 
生活指導 * * * 
生体検査判定 * ** ** ** 
診断・治療方針決定 * ** ***** ** 
問診・診察 ** ** ***** 
処 方 * ** 
紹介関連 * 
読影診断 * *** 
合 計 I 2 18 10 17 9 

割 合 I 3.6% 32.1% 17.9% 30.4% 16.1 % 

その他:0.5以上

0.4台 0.5以上0.3台



3圃震師の属性と回答傾向

医師の属性(①専門分野:循環器勤務医、呼吸

器勤務医、消化器勤務医、開業医、②経験年数・

資格の有無、③勤務医療機関特性)が、全科共通

設問 (21問)および勤務医共通設問(13問)の

「総合負荷」および「直接時間Jに有意な影響を

与えるか否かを検定(クラスカル・ウォリス検定)

した。
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( 3・1)専門分野の影響

表6は専門分野の違いによる回答値の有意な差

が生じた設問数を各グル}プ内の総設問数で割っ

た値である

「総合負荷」の傾向

全科共通設問21問(二つの回答グループ間で有

意な差が生じているかどうか比較した件数126件)

の内15問(比較件数110件)には専門分野聞の有

表6 専門分野の違いが回答結果に及ぼす影響の分析(クラスカル・ウォリスの検定)

全分野共通設問において中央値に有意差が見られた件数割合と

有意差がある場合の中央値の相対比較(中央値が高い設問の件数の割合)
[全科共通の設問]

21設問中

有意差が見 l

られた割合;

50.0% 
開業医の値l
|が高い割合;

循環器の値l
0.0% |が古い割合 l同I

有意差が見;
0.0% られた割合ー; 

消化器 |有意差が見;

られた割合l
開業医の値;

0.0% が高い割合l

総| |循環器の値;
0.0% 

が高い割合;

消化器の値l

い割合;

合| |消化器の値l
が高い割合l 0.0% 

有意差が見;

られた割合 1

負| 呼吸器 |有意差が見l
0.0% 

られた割合l

23.8% 

40β% 

40.0% 

9.5% 

0.0% 

50.0% 

19目0%

開業医の値 25.0%
が高い割合l

荷|
循環器の値 l

|が高い割合i0.0% 0.0% ~ ~，..，.i.-_ 止且~.r ^ I 

呼吸器の値; 50.0% 
が高い割合;

呼吸器の値;

が高い割合;

開業医

0.0% 

[表の見方;循環器と開業医の検定(総合負荷)の例] 注)有意水準は5.0%
有意差が見られた割合 (28.6%) 全体の検定の組合せ数のうち有意差の見られた組合せの割合
循環器の値が高い割合 (66.7%) :;有意差が認められたもののうち循環器(上段分類)の中央値が高い組合せの割合
開業医の値が高い割合(0.0%) 有意差が認められたもののうち開業医(左段分類)の中央値が高い組合せの割合
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意差は認められない。有意差が認められた 6問

(比較件数16件)はすべて開業医が勤務医に対し

て「総合負荷」がやや低い傾向が見られたがその

差も大きなものではない。勤務医聞に有意差は認

められなかった。また、勤務医共通設問13問中に

有意差のあった設問はない。

「直接時間」の傾向

全科共通設問21問(比較件数126件)の内14問

(比較件数111件)には専門分野間の有意差は認め

られない。有意差があった設聞から、読影診断に

おいて開業医 (3分)が勤務医(2分)よりやや

時聞がかかり、一方診断・治療方針の決定の一部

で勤務医(5分)が開業医(3分)よりやや時聞

がかかる、といった傾向は認められるが大きな時

間の差ではない。また、勤務医共通設問13問(比

較件数39件)中に有意差のあった設問は 2設問

(比較件数4件)しかない。

以上のように、同一属性の患者に対する同一の

医療行為は、「総合負荷J1直接時間」ともに専門

分野が異なってもほとんど同じように評価される

ことが明らかになった。

( 3・2)経験年数・資格の影響

表7は経験年数(医学校卒後年数)および資格

(認定医、指導医等)が及ぼす影響を示したもの

である。

「総合負荷」の傾向

全科共通設問21問(比較件数126件)の内 9問

(比較件数日件)で経験年数・資格聞の有意差が

認められた。有意差が認められた設問では、 20年

以上と20年未満の視点、から比較を行うと、 20年以

上の医師の「総合負荷」がやや低い傾向にあった。

勤務医共通設問13問(比較件数78件)の内 6間

(比較件数8件)で経験年数・資格聞の有意差が

認められた。有意差が認められた設問では20年以

上で資格のある医師の「総合負荷jがやや低い傾

向が認められた。

「直接時間」の傾向

全科共通設問21問(比較件数126件)の内16問

(比較件数116件)には経験年数・資格問で有意差

は認められない。有意差があった設問から、読影

診断において20年以上の医師 (3分)が20年未満

の医師 (2分)よりやや時聞がかかり、一方生体

検査実施の一部、カウンセリング等で20年未満の

医師が20年以上の医師より時聞がかかる(5分程

度の差)といった傾向が認められた。勤務医共通

設問13問中に有意差のあった設問は見られなかっ

た。

以上のように、同一属性の患者に対する同ーの

医療行為は、「総合負荷」のほうが「直接時間」

よりも経験年数・資格の影響を受けやすしかっ

一部の設問では経験年数が長い人は短い人より低

く評価する傾向が見られたものの、全体とすれば

経験年数・資格の有無が医療行為の評価に与える

影響は小さいと考えられる。

以上の分析結果から、専門分野や経験年数など

の医師属性が評価に大きな違いを及ぼすことはな

いと判断し、評価値の属性聞の調整は行わないこ

ととした。

4.同一医療技術分類における「総合負荷J
および「直接時間」

次に医療技術ごとの評価値の違いを見てみよ

う。ここでは同一医療技術分類 (1問診・診察J、

「生体検査実施」などの分類)内における「総合

負荷Jや「直接時間」の値の違いに着目する。同

一医療技術分類において、評価値に違いが生ずる

理由として、①同じ医療技術分類で、あっても設聞

が対象としている患者特性や疾病特性が異なる場

合と、②本研究の分類カテゴリーでは同じ医療技

術として分類されていても、具体的な行為が異な

る場合とが考えられる。前者の例としては、「問



内科系医療技術の評価手法に関する研究 63 

診・診察Jr診断・治療方針決定Jr処方Jr生活

指導JrカウンセリングJr説明と同意Jが該当す

る。これらでは、対象となる患者が軽症の場合と

重症の場合とでは、総合負荷や直接時聞が異なる

と考えられる O 後者の例としては、「生体検査実

施Jr生体検査判定Jr読影診断Jr処置」などが

該当する。同じ生体検査判定というカテゴリーで

あっても、心電図検査判定と心エコー検査判定で

は作業内容が異なるのは当然で、ある。表8は、主

な医療技術 (r問診・診察」など同じカテゴリー

でまとめたもの)別に中央値の分布を見たもので

ある。

表7 経験年数・資格の違いが回答結果に及ぼす影響の分析(クラス力ル・ウォリスの検定)

全分野共通設問において中央値に有意差が見られた件数割合と

{全科共通の設問]
有意差がある場合の中央値の相対比較(中央値の高い設問の件数の割合)

経

験

20 

年

総|未

満
合|

負| 資格なし

荷|経

験

20 

年|資格あり

以

上

られた割合

資格がなく経験20年l

未満の値が高い割合l
資格があり経験20年l
未満の値が高い割合 l

有意差が見

られた割合

資格がなく経験20年;

未満の値が高い割合l
資格があり経験20年

未満の値が高い割合

有意差が見

られた割合

有意差が見

られた割合

有意差が見 -_， 1有意差が見
4.8% 1 ~. '.~"'~~.'.~ 4.8% 1 4.8% 

られた割合 "~'ï られた割合 ; 

資格があり経験2C年l

未満の値が高い割合 l

資格がなく経験2C年l
未満の値が高い割合 l

資格がなく経験20年:， " ，_，1資格があり経験20年:
0β% 1 := ::'~ ，: :，，:''''::::; ;100.0% 1 := ::'~ = :，，:'."::::;; 0.0% 

未満の値が高い割合(VV'V'i未満の値が高い割合 l

資格があり経験20年， ， _，1資格がなく経験20年!
0.0% 1 :=::'~:~ :，，:m::::;: 0.0% I :=::'~ .:: :.:""::::; :100.0% 

未満の値が高い割合_._，-1'未満の値が高い割合 l

られた割合

資格があり経験20年 1

:100.0% 
未満の値が高い割合 i

資格がなく経験20年l

I 0.0% 
未満の値が高い割合;

有意差が見
0.0%1 

られた割合

有意差が見 I ，_ _， 1有意差が見
9.5% 1 : 23.8% 

|られた割合 i 

資格がなく経験20年"，1資格があり経験2C年l

~ 50.0% 1 :，::: _ .:. :.=':"，，; ~ 20.0% 
未満の値が高い割合:v_'_'_1未満の値が高い割合;

資格があり経験20年，，1資格がなく経験2C年;
I 50.0% 1 :，::: _ ，~ ..= ':....: I 80.0% 

未満の値が高い割合 Iv_'~'_1 未満の値が高い割合 l

有意差が見

られた割合

資格があり経験2C年l
未満の値が高い割合l
資格がなく経験2C年l

未満の値が高い割合 l

資格がなく経験20年 _ _，，1資格があり経験20年I __  ，" 1資格がなく経験20年J

句 0.0%1'::: ; 55.6% 1 '::: :."'~ '~.: ; 
未満の値が高い割合_._，-1未満の値が高い割合;vV'~'_1 未満の値が高い割合 l

資格があり経験20年，"1資格がなく経験20年， "， 1資格があり経験20年l

I 0.0%1':::' I 0.0% 1 一

未満の値が高い割合 ~'V'_I 未満の値が高い割合~.~'-1未満の値が高い割合;

[表の見方;資格なし20年未満と資格あり20年以上の検定(総合負荷)の例] 注)有意~*準は5.0%
有意差が見られた割合 (0.0%) 全体の検定の組合せ数のうち有意差の見られた組合せの割合
資格がなく経験20年未満の値が高い割合 (0.0%) 有意差が認められたもののうち「資格がなく経験初年未満J (上段分類)

の平均値が高い組合せの割合
資格があり経験20年以上の値が高い割合 (0.0%) 有意差が認められたもののうち「資格があり経験初年以上J (左段分類)

の平均値が高い組合せの割合
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(1)1総合負荷」の差異

①「問診・診察」では、患者特性により1.0から

3.0の範囲で中央値に差異が見られた。特に勤務医

共通系の高齢者で緊急J性の高い患者に対する医療

技術の「総合負荷」は高い傾向を示した(最低の

例:鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事前初

診来院した23歳男性の問診・診察/最高の例:突

然に胸痛、呼吸困難、およびチアノーゼを呈した

ため外来診療時間帯に初診来院した62歳男性の問

診・診察)。

②「診断・治療方針決定」では、患者特性により

1.0から3.0の範囲で中央値に差異が見られた。特

に勤務医共通系の高齢者で緊急性の高い患者に対

する医療技術の「総合負荷」は高い傾向を示した

(最低の例:鼻水、のどの痛み、咳を呈したため

仕事前初診来院した23歳男性の問診・診察/最高

の例:突然に胸痛、呼吸困難、およびチアノーゼ

を呈したため外来診療時間帯に初診来院した62歳

男性の診断・治療方針決定)。

③「生体検査判定」では、検査種別内容の違いお

よび患者特性の違いにより1.0から5.0の範囲で中

央値に差異が見られた(最低の例:階段を上ると

息切れとともに前胸部および両下肢が重くなるよ

うになり初診来診した64歳男性に対する心電図検

査の判定/最高の例:会社健診の胸部X線写真で

肺癌を疑われたため初診来院した54歳男性患者

の気管支鏡検査判定)。

④「読影診断Jでは、患者特性により1.0から2.0

の範囲で中央値に差異が見られた。特に勤務医共

通系の高齢者で緊急J性の高い患者に対する医療技

術の「総合負荷jは高い傾向を示した(最低の

例気管支瑞息にて通院加療中であったが、 2日

前から咳、疲、瑞鳴が増悪したため初診来院した

37歳男性の胸部X線単純写真の読影/最高の例:

会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われたため初

診来院した54歳男性患者の胸部CT写真の読影診

断)。

⑤「生体検査実施」では、検査内容の違いにより

1.0から5.0の範囲で中央値に差異が見られた(最

低の例:階段を上ると息切れとともに前胸部およ

び両下肢が重くなるようになり初診来診した64歳

男性に対する心電図検査/最高の例:3年前より

他院で狭心症にて加療中、 2週間前から胸部痛が

増悪したため初診来院した74歳男性患者の心カテ

ーテル検査)。なお、心電図検査、エコー検査の

「総合負荷」については、腹部エコーであると消

化器の値が低く、心エコーで、は循環器の値が低い

というように、対象となる検査の専門分野の医師

は他の分野の医師より低い「総合負荷」を示す傾

向があった。

⑥「処方Jでは、患者特性と処方した薬により0.5

から1.0の範囲で中央値にわずかながら差異が見ら

れた(最低の例:循-A-1 鼻水、のどの痛み、

咳を呈したため仕事前初診来院した23歳男性に対

する総合感冒薬などの処方/最高の例:呼-J -9 

9 会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われたた

め初診来院した54歳男性患者に対する抗癌剤の処

方)。

⑦「生活指導」では、患者特性により1.5から3.0

の範囲で中央値に差異が見られた。特に勤務医共

通系の合併症を抱える高齢者と同居する家族への

説明という複雑なケースについて高い値を示した

(最低の例:十二指腸潰傷にて通院治療の病歴が

あり軽度の腹痛が出現したため初診来院した66歳

男性に対する生活指導/最高の例:肺炎にて 1ヶ

月入院している 1人暮らしの70歳男性本人、非同

居の娘に対する退院後の治療計画、退院後の療養

上の留意点についての特別な「生活指導J)。

⑧「慢性疾患管理」は、循環器と呼吸器と消化器

と開業医の 4つの専門分野で 6つの設聞を設けた

が、循環器および開業医では患者特性による中央

値に違いは見られなかった。



⑨「処置Jは、消化器と呼吸器の 2つの専門分野

で3つの設聞を設けているが、消化器の 2つの設

問問では患者特性により「総合負荷」の中央値に

差は見られなかった。

⑩「カウンセリング」は、循環器と呼吸器と消化

器と開業医の 4つの専門分野で 8つの設聞を設け

ているが、中央値は2.0から3.0の範囲にあった。

⑪「説明と同意」は、循環器と呼吸器と消化器の

3つの専門分野で10の設問を設けているが、消化

器の 6つの設問問では患者特性および説明内容に

より中央値がl.l(会社健診の胃X線検査で異常を

指摘され初診来院した64歳男性に対する「内視鏡

検査jの説明と同意)と3.5(発熱、黄喧、腹痛が

出現したため初診来院した51歳女性に対する「胆

管癌に関わる治療」の説明と同意)という違いを

見せ、また呼吸器の 3つの設問間でも患者特性お

よび説明内容により中央値が2.0(会社健診の胸部

X線写真で肺癌を疑われたため初診来院した54歳

男性に対する「気管支鏡」の説明と同意)と4.0(会

社健診の胸部X娘写真で肺癌を疑われたため初診

来院した54歳男性に対する「化学療法の治療Jの説

明と同意)という違いを見せた O このように、

「説明と同意jに伴う「総合負荷」はばらつきが

あるとともに、かなり高い値を示すケ}スがある

ことがわかった。

(2) r直接時間」の差異

表Bの通り、ほぽ「総合負荷」と同様の傾向を

示した。

5.調査結果と現行の診療報酬体系との比較

調査結果から得られた医療技術聞の相対評価は

現行の診療報酬が定める医療技術聞の相対評価と

どのような関係にあるのか。それを明らかにする

ために、各医療技術別の診療報酬点数を「総合負

荷」および「直接時間」の値で除することにより、
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「総合負荷J1および「直接時間J1分あたりの

診療報酬点数を算定した(以降、これを「点数密

度」と呼ぶ)。この点数密度が高い医療技術は、

現行の診療報酬では相対的に高く評価されている

と考えることができる。そこで、診療報酬点数表

(平成12年4月改訂分)の単価にてらし、医療技

術別に点数密度の推計を行うが、その際、以下の

二つの操作を行った。

(1 )点数の合算

現行の診療報酬点数表では 1つの項目とされて

いるが、本調査では複数の診療行為として細分化

してデータ4又集を行っているものがある(例;

「問診・診察Jr診断・治療方針決定J)。これらに

ついては、現行の診療報酬点数表の区分にあわせ

てまとめた値(合算値)を算定し、現行の診療報

酬点数表の対応する項目の点数を設定した(以降

これを合算と呼ぶ)。具体的に合算の対象となる

のは次の二つである。

現行報酬上の初診料=r問診・診察J+ r診
断・治療方針決定」

現行報酬上の生体検査=r生体検査実施J+ 

「生体検査判定」

(2)医療機器コストの考慮

現行の診療報酬点数は、医療技術(概念上人件

費と考えられる)ばかりではなく、放射線撮影関

係(一般撮影、 CT撮影とそれに伴う読影)や生

体検査関係(超音波検査、内視鏡検査)などでは

医療機器コストを含んだ評価を行っている診療行

為もあると考えられる。したがって、これらの医

療機器コストを合理的な方法で算出して報酬点数

から控除した額を「総合負荷」と「直接時間」で

除して点数密度を求めた。注40

これらの補正を行った上で主な医療技術別の点

数密度を見ると以下の傾向が読み取れた。



66 医療経済研究 vo1.9 2001 

表8 同一医療技術分類における「総合負荷Jおよび「直接時間」
「問診・診察」の設問別中央値

医療技術

I全科共通の設問]

A 
23歳男性が、鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事

前に初診来院した。特筆すべき既往歴は無い。

問診・診察
上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含まず、

1.0 1.0 1.0 
検査オーダーは含む)。なお来院時体温は37.2'Cだった。

1.0 1.0 5.0 5.0 

B 
37歳男性、気管支端息にて通院加療中であったが、 2目前から咳、
疲、哨鳴が増悪したため初診来院した。なおチアノーゼは認めないロ

問診・診察
上記患者について「問診・診察」を行った(検査の実施は含ま

1.5 1.5 1.8 
ず、検査オーダーは含む)。なお来院時体温は38.0tであった。

1.5 1.6 5.0 5.0 

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

ぴ両下肢が重くなるようになり初診来院した。

問診・診察
上記患者について「問診・診察」を行った(検査の実

2.0 2.0 2.0 
施は含まず、検査オーダ}は含む)。

2.0 2.0 8.0 7.5 

D 
51歳男性、 2週間前より時々右季肋部痛が出現するよ

うになったため初診来院した。

問診・診察
上記患者について「問診ー診察」を行った(検査の実

2.0 2.0 
施は含まず、検査オーダーは含む)。

2.0 1.5 1.9 5.0 5.0 

[勤務医共通の設問]

F 
62歳男性、突然に胸痛、呼吸困難、およびチアノ ゼ

を呈したため外来診療時間帯に初診来院した。

上記患者の「問診診察」を行った(検査の実施は含
ト一一ー

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

3.0 2.3 3.0 2.8 8.0 7.0 

61歳男性、 4日前より排便なく、昨日より左下腹部痛
ト一一一ー

G 
、幅吐が出現したため初診来院した。

上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含
ト一一一ー

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 2.0 2.0 7.5 6.5 

30歳男性、感冒症状続き、発熱、膿性炎、呼吸困難が
ト一一一

H 
持続したため初診来院した。

上記患者の「問診・診察Jを行った(検査の実施は含
トー一一ー

問診・診察
まず、検査オ}ダーは含む)。

2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 6.5 

[循環器専門の設問]

J 
74歳男性、 3年前より他院で狭心症にて加療中、 2週

間前から胸部痛が増悪したため初診来院した。

上記患者に「問診・診察Jを行った(検査の実施は含
ト一一一 一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 10.0 

39歳男性、心室中隔欠損症と百われたことがあり放置していた
ト一一一ー ト一一一一一ー

K 
が、 10日前より安静時呼吸困難が出現したため初診来院した。

上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は合
卜一一一一 ト一一一一一一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

3.0 3.0 10.0 

50歳男性、数年前から 1ヶ月に数回、飲酒後のトイレ
ト一一一 ト一一一一

L 
に行く前後に不整脈が発生するため初診来院した。

上記患者の「問診 診察jを行った(検査の実施は含
ト一一 ト一一一一一ー

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 10.0 

[呼吸器専門の設問1

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癒を疑われた

ため初診来院した。

ヒ記患者の「問診・診察Jを行った(検査の実施は合
ト一一一一 トー一一 ト一一一一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 7.0 

40歳女性、 20歳より鴨息にて他院で加療中である。 3 ト一一一一 「一ー一一一一 ト一一一

K 
目前より哨嶋、呼吸困難増悪したため初診来院した。

上記患者の「問診回診察」を行った(検査の実施は含
ト一一一 ト一一一 ト一一一一一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 9.0 

65歳男性、大腸癌の術後、突然胸痛、チアノーゼが出
トー一一 ト一一一一

L 
現したため初診来院した。

上記患者の「問診・診察jを行った(検査の実施は含
ト一一一一 ト一一一一

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

3.0 3.0 10.0 

5年前より略療が多く最近血療が出現したため初診来
ト一一一一 トーーー ト一一一一一

M 
院した。

上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含
ド一一一一一 ト一一 ト一一一一一

問診・診察 2.0 2.0 10.0 

5.0 5.0 5.0 

5.0 5.0 5.0 

5.0 5.0 6.4 

5.0 5.0 5.0 

ト一一

10.0 8.2 
ト一一

ト一一ー

7.0 7.0 
ト一一

ト一一一

5.0 

ト一一

10.0 
ト一一一

ト一一

10.0 
ト一一

ト一一ー

10.0 

ト一一一

7.0 

ト一一一

9.0 

10.0 
ト一一

ト一一

10.0 
まず、検査オーダーは含む)。

ーーーーーー一 一一一一 L一一一一
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i清花事事両り蚕両]

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来院

した。

上記患者の「問診診察」を行った(検査の実施は含 一 一一一一寸

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

1.0 1.0 5.0 5.0 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院
一一「

K 
した。

上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含
一一一寸

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 10.0 10.0 

64歳男性、会社健診の胃X線検査で異常を指摘され初
一一→

L 
診来院した。

上記患者の「問診・診察jを行った(検査の実施は含
一一→

問診・診察
まず、検査オーダーは含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 

[開業医専門の設問]

F 
33歳男性、発熱、咳、疲、全身倦怠感を訴えて初診来

院した。

問診・診察
上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含

1.0 1.0 
まず、検査オーダーは含む)。

5.0 5.0 

G 
61歳男性、 3日前に感冒症状出現した後、左顔面上部

に水泡が出現したため初診来院した。

問診・診察
上記患者の「問診・診察jを行った(検査の実施は含

1.0 1.0 
まず、検査オーダーは含む)。

5.0 5.0 

H 
66歳男性、十一指腸i貴蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

問診・診察
上記患者の「問診・診察Jを行った(検査の実施は含

1.0 1.0 
まず、検査オーダーは含む)。

5.0 5.0 

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

問診・診察
上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含

1.5 1.5 
まず、検査オーダーは含む)。

5.0 5.0 

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

問診・診察
上記患者の「問診診察」を行った(検査の実施は含

1.5 1.5 
まず、検査オ」ダーは含む)。

5.0 5.0 

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

問診・診察
上記患者の「問診・診察」を行った(検査の実施は含

2.0 2.0 
まず、検査オーダーは含む)。なおうっ血乳頭を呈する。

7.0 7.0 

「診断・治療方針決定Jの設問別中央値

医療技術

I全科共通の設問]

A 
23歳男性が、鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事

前に初診来院した。特筆すべき既往歴は無い。

診断・械方針決定
同日、上記患者について「普通感冒であるという診断・

1.0 1.0 1.0 1.0 
治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

1.0 2.5 3.0 3.0 2.0 2.6 

B 
37歳男性、気管支鴨息にて通院加療中であったが、 2目前から咳、
夜、輸鳴が増悪したため初診来院した。なおチアノーゼは認めない。

診断・語審方針決定
同日、上記患者に対して「上気道感染症であるという診断ー

1.0 1.0 1.0 1.0 
治療方針決定Jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.8 

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

ぴ雨下肢が重くなるようになり初診来院した。

診断白糠方針設定
同日、上記患者に対して「下肢慢性動脈閉塞症を伴う狭心症であるとい

2.0 2.0 2.0 
う診断・治療方針決定jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.5 

D 
51歳男性、 2週間前より時々右季肋部痛が出現するよ

うになったため初診来院した。

詰断i械方針決定 同日、上記患者の「胆石による胆嚢炎であるという診断・治
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 2.0 1.0 1.8 5.0 5.0 5.0 3.0 4.5 
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[勤務医共通の設問]

F 
62歳男性、突然に胸痛、呼吸困難、およびチアノ ゼ

を呈したため外来診療時間帯に初診来院した。

同日、上記患者に対して「急性心筋梗塞症であるという診断
ト一一一ー トー一一一

話断1械方針決定
'治療万針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

61歳男性、 4目前より排便なく、昨日より左下腹部痛
ト一一ー ト一一一

G 
、幅吐が出現したため初診来院した。

同日、上記患者に対して「腸閉塞症であるという診断・
ト一一一 ト一一一

診断・械方針法定
治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

30歳男性、感冒症状続き、発熱、膿制炎、呼吸困難が
ト一一 ト一一一一

H 
持続したため初診来院した。

同日、上記患者に対して「細菌性肺炎であるという診断・
ト一一ー ト一一一

設断。械方針決定
治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

[循環器専門の設問]

J 
74歳男性、 3年前より他院で狭心症にて加療中、 2週
間前から胸部痛が増悪したため初診来院した。

後日、上記患者の「労作性狭心症であるという診断・治
ト一一一一一ー

診断械方針決定
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 10.0 10.0 

39歳男性、心室中隔欠損症と百われたことがあり放置していた
ト一一一一

K 
が、 10日前より安静時呼吸困難が出現したため初診来院した。

同日、上記患者の「心臓外科適応症例であるという診断・
トーー一一ー一

訓練方針決定
治療方針決定jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 10.0 10.0 

50歳男性、数年前から 1ヶ月に数回、飲酒後のトイレ
ト一一一一一ー

L 
に行く前後に不整脈が発生するため初診来院した。

繍械方針決h正同日、上記患者の「発作性心房細動であるという診断・治
ト一一一一

療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

[呼吸器専門の設問]

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われた

ため初診来院した。

同日、上記患者の「早期肺癌である診断・治療方針決 一 一一一一寸

設断。械方針決定
定Jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 10.0 10.0 

40歳女性、 20歳より鴫息にて他院で加療中である。 3 一 一一一→

K 
日前より端鳴、 I呼吸困難増悪したため初診来院した。

同日、上記患者の「上気道感染症による増悪であるという診断
」一一一一一一一一一 一一一寸

訪問・械方針決定
-治療方針決定Jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 

65歳男性、大腸癌の術後、突然胸痛、チアノーゼが出
一一一-1

L 現したため初診来院した。

同日、上記患者の「肺塞栓症であるという診断 治療方
一一一一→

設断。械方針法定
針決定jを行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

3.0 3.0 8.0 8.0 

53歳女性、 5年前より略疲が多く最近血疲が出現した
一一一『

M 
ため初診来院した。

同同日、上記患者の「気管支拡張症であるという診断・治
ト一一一一 ト一一→ ト一一一一→

診断i治事方針決定
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 5.0 

[消化器専門の設問]

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来院

した。

後日、上記患者の「早期大腸癌であるという診断 治療
トー一一一一 ドー一一一 ト一一一一一 トーーー

診断。械方針決定
方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 10.0 10.0 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院
ト一一一一 ト一一一ー ト一一一一一 ト一一

K 
した。

後日、上記患者の「胆管癌による胆管閉塞であるという診断
ト一一一一 トー一一 ト一一一一 トーーー

診断械方針決定
-治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)0 

2.5 2.5 7.0 7.0 

64歳男性、会社健診の胃X線検査で異常を指摘され初
ト一一一一 ト一一一一 ト一一一一 ト一一一

L 
診来院した。

後日、上記患者の「早期胃癌(転移なし)であるという診断
ト一一一一 トーーーー ト一一一 』一一

診断，械方針決定
-治療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 10.0 10.0 
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医療技術

[開業医専門の設問]

F 
33歳男性、発熱、咳、疲、全身倦怠感を訴えて初診来

院した。

苦闘・糠方針法定
同日、上記患者の「上気道感染症であるという診断 治療方

1.0 1.0 3.0 3.0 
針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

G 
61歳男性、 3日前に感冒症状出現した後、左顔面上部

に水泡が出現したため初診来院した。

設断。械方針決定
同日、上記患者の「ヘルベスの疑いありという診断 治

1.0 1.0 3.0 3.0 
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

H 
66歳男性、十一指腸潰蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

話断ー械方針法定
同日、上記患者の「十一指腸潰蕩の増悪であるという診断・治

1.0 1.0 3.0 3.0 
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

診断I繍方針決定
同日、上記患者の「胃潰蕩であるという診断 治療方針

1.0 1.0 3.0 3.0 
決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

診断白械方針決定
同日、上記患者の「気管支炎症であるという診断・治療

1.0 1.0 3.0 3.0 
方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

診断・械方針法定 同日、上記患者の「脳腫蕩の疑いがあるという診断 治
療方針決定」を行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 

「生体検査判定」の設問別中央値

医療技術

[全科共通の設問]

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

ぴ両下肢が重くなるようになり初診来院した。

生体検査判定
同日、上記患者に対して「心電図検査の判定」を行っ

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 
た(記録は含む)。

生体検査判定
同日、上記患者に対して「心エコ 検査の判定」を行

2.0 2.0 1.8 1.5 1.8 5.0 5.0 5.0 3.0 4.5 
った(記録は含む)。

D 
51歳男性、 2週間前より時々右季肋部痛が出現するよ

うになったため初診来院した。

生体検査判定
同日、上記患者の「腹部エコ 検査の判定」を行った

2.0 1.7 1.5 1.0 1.5 4.5 4.0 3.0 3.0 3.6 
(記録を含む)。

1101201，， 1 ~ 
邑.-円、 H" .~ .ぜ'・..

J 
74歳男性、 3年前より他院で狭心症にて加療中、 2週
間前から胸部痛が増悪したため初診来院した。

同日、上記患者の「負荷心電図検査の判定Jを行った
ト一一一

生体検査判定
(記録を含む)。

2.0 2.0 3.0 3.0 

同日、上記患者の「心力テーテル検査の判定」を行っ
ト一一一

生体検査判定
た(記録を含む)。

3.0 3.0 10.0 10.0 

39歳男性、心室中隠欠損症と田われたことがあり放置していた
K 

が、 10目前より安静時呼吸困難が出現したため初診来院した。

同日、上記の「心エコー検査の判定」を行った(記録
生体検査判定

を含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

50歳男性、数年前から 1ヶ月に数回、飲酒後のトイレ
L 

に行く前後に不整脈が発生するため初診来院した。
一2日後、上記患者の「ホJレター心電図検査の判定」を

生体検査判定
行った(記録を含む)。

2.0 2.0 10.0 10.0 

M 
下記個別行為についてお聞きいたします。

心筋虚血部位検索のための「運動負荷心筋シンチグフ
生体検査判定

ムの判定」を行った(記録を含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

一一一一
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医療技術

[呼吸器専門の設問]

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われた

ため初診来院した。

後日、上記患者の「気管支鏡検査」を行った(直視所
ト一一一 ト一一一

生体検査判定
見記録、協力スタッフへの指示を含む)。

5.0 5.0 30.0 30.0 

65歳男性、大腸癌の術後、突然胸痛、チアノーゼが出
ト一一一一 卜一一一ー

L 
現したため初診来院した。

同日、上記患者の「心電図検査の判定」を行った(記
ト一一一一 ト一一一 ト一一一一

生体検査判定
録を含む)。

2.0 2.0 3.0 3.0 

[i肖化器専門の設問]

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来i涜
した。

同日、上記患者の「注腸造影検査の判定」を行った
ト一一一一 卜一一一一 一生体検査判定

(記録を含む)。
2.0 2.0 5.0 50 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来続
ト一一一一 ト一一一 ト一一一

K 
した。

同日、上記患者の「腹部エコー検査の判定」を行った
ト一一一一一 ト一一一一 ト一一一一

生体検査判定
(記録を含む)。

2.0 2.0 5.0 5.0 

64歳男性、会社健診の胃X線検査で異常を指摘され初
ト一一一一 ト一一一 ト一一一

L 
診来院した。

同日、上記患者の「内視鏡検査」を行った(検査所見
ト一一一一 ト一一一 ト一一一

生体検査判定
記録、協力スタッ 7への指示を含む)。

3.0 3.0 15.0 15.0 

[開業医専門の設問]

H 
66歳男性、十一指腸i貴蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

生体検査判定
両日、上記患者の「腹部エコー検査の判定」を行った

1.0 1.0 3.0 3.0 
(記録は含む)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

生体検査判定
同日、上記患者の「腹部エコー検査の判定」を行った

1.0 1.0 3.0 3.0 (記録は含む)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

生体検査判定
同日、上記患者の「負荷心電図検査の判定」を行った

1.5 1.5 3.0 3.0 (記録は含む)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

生体検査判定
同日、上記患者の「心エコー検査の判定」を行った

1.5 1.5 3.0 3.0 
(記録は含む)。

「読影診断」の設問別中央値
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医療技術

I呼吸器専門の設問]

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われた

ため初診来院した。

向日、上記患者の「胸部CT写真の読影診断」を行っ
読影診断

た(記録は含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

一 一 一40歳女性、 20歳より崎息にて他院で加療中である。 3
K 

目前より端鳴、呼吸困難増悪したため初診来院した。

同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断」を
一一一『

読影診断
行った(カルテ記録、指示だしを含む)。

1.5 1.5 3.0 3.0 

65歳男性、大腸癌の術後、突然胸痛、チアノーゼが出
L 

現したため初診来院した。

一 一 一同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断」を
読影診断

行った(記録は含む)。
2.0 2.0 3.0 3.0 

一 一 一53歳女性、 5年前より略療が多く最近血疲が出現した
M 

ため初診来院した。

同日、上記患者の「胸部CT写真の読影診断」を行っ トー一一一一→ ト一一ー→
読影診断

た(記録を含む)。
2.0 2.0 5.0 5.0 

J i トェ~ t1 
F 

33歳男性、発熱、咳、疾、全身倦怠感を訴えて初診来

院した。

読影診断
同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断Jを

1.0 1.0 3.0 3.0 行った(記録を含む)。

G 
61歳男性、 3目前に感冒症状出現した後、左顔面上部

に水泡が出現したため初診来院した。

読影診断
同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断」を

1.0 1.0 4.0 4.0 行った(記録は含む)。

H 
66歳男性、十一指腸i貴蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

読影診断
同日、上記患者の「上部消化管バリウム造影の読影診

2.0 2.0 10.0 10.0 断」を行った(記録は含む)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

読影診断
同日、上記患者の「上部消化管バリウム造影の読影診

2.0 2.0 10.0 10.0 断」を行った(記録は含む)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

読影診断
同日、上記患者の「胸部単純X線写真の読影診断Jを

1.0 1.0 5.0 5.0 行った(記録は含む)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

読影診断
同日、上記患者の「頭部単純X線写真の読影診断」を

1.5 1.5 5.0 5.0 行った(記録は含む)。

「生体検査実施」の設問別中央値

医療技術

[全科共通の設問I

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

ぴ雨下肢が重くなるようになり初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者に対して「心電図検査」を医師自ら行

1.3 2.0 2.0 1.0 1.6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
った(協力スタッフへの指示を含む)。

生体検査実施
同日、上記患者に対して「心エコ 検査」を医師自ら

2.0 3.0 3.0 2.0 2.5 15.0 15.0 15.0 10.0 13.81 行った(協力スタップへの指示を含む)。

D 
51歳男性、 2週間前より時々右季肋部痛が出現するよ

うになったため初診来院した。

生体検査実施
両日、上記患者の「腹部エコ 検査」を医師自ら行っ

3.0 3.0 2.0 1.0 2.3 15.0 15.0 10.0 10.0 11.3 た(協力スタッフへの指示を含む)。

ド。TT1T1
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医療技術

[循環器専門の設問l
74歳男性、 3年前より他院てψ狭心症にて加療中、 2週

間前から胸部痛が増悪したため初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者の「負荷心電図検査」を医師自ら行っ

ト一一ー ト一一一一 トー一一

た(協力スタッ 7への指示を含む)。
3.0 3.0 15.0 15.0 

生体検査実施
後日、上記患者の「心力テ テル検査J (冠動脈造影)

ト一一ー ト一一一一 トー-→

を行った(協力スタソ 7への指示を含む)。
5.0 5.0 60.0 60.0 

39歳男性、心室中隔欠損症と日われたことがあり放置していた
ト一一一ー ド一一一一一一 トー一一→

K 
が、 10日前より安静時呼吸困難が出現したため初診来院した。

生体検査実施
向日、連続性雑音があったため、上記患者の「心エコー

ト一一ー ト一一寸

検査」を医師自ら行った(協力スタップへの指示を含む)。
3.0 3.0 20.0 20.0 

生体検査実施 心筋虚血部位検索のため「運動負荷心筋シンチグラム」
ト一一ー ト一一一一 トー一→

を医師自ら行った(協力スタッ 7への指示を含む)。
4.0 4.0 30.0 30.0 

A
U
 

• 9
“
 .....ー ・.

J 
61歳男性、健診で使i替血反応陽性を指摘され初診来院

した。

同日、上記患者の「注腸造影検査」を医師自ら行った
ト一一一一 ト一一 ト一一一一 ト一一

生体検査実施
(協力スタッフへの指示を含む)。

3.0 3.0 20.0 20.0 

同日、上記患者に大腸の「内視鏡検査と粘膜組織の採取Jを医師自
ト一一一 ト一一一 ト一一一一 ト一一一

生体検査実施
ら行った(病理検査の実施は含まず、協力スタッ7への指示を含む)。 4.0 4.0 30.0 30.0 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院
ト一一一一 ト一一一 ト一一一

K 
した。

生体検査実施 同日、上記患者の「腹部エコー検査jを医師自ら行っ
ト一一一一 「一一一一 ト一一

た(協力スタッ 7への指示を含む)。
2.8 2.8 10.0 10.0 

[開業医専門の設問]

H 
66歳男性、十一指腸潰蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者の「腹部エコー検査Jを医師自ら行っ

2.0 2.0 10.0 10.0 
た(協力スタッフへの指示を含む)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者の「腹部エコー検査」を医師自ら行っ

2.0 2.0 10.0 10.0 
た(協力スタッフへの指示を含む)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

生体検査実施
同日、上記患者の「負荷心電図検査」を医師自ら行っ 2β 2.0 10.0 10β 
た(協力スタッ 7への指示を含む)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

生体検査実施
同日、上記患者の「心エコー検査」を医師自ら行った

2.0 2.0 15.0 15.0 
(協力スタッフへの指示を含む)。

「処方」の設問別中央値

医療技術

[全科共通の設問]

A 
23歳男性が、鼻水、のどの痛み、咳を呈したため仕事

前に初診来院した。特筆すべき既往歴は無い。

処方
同日、上記患者に「総合感冒薬等の処方Jを行った

0.5 0.9 0.5 1.0 0.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
(調剤・製剤は含まず)。

B 
37歳男性、気管支哨息にて通院加療中であったが、 2目前から咳、

疲、端鳴が増悪したため初診来院した。なおチアノーゼは認めない。

処方
同日、上記患者に対して「抗生物質の処方」を行った

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
(調剤製剤は含まず)。

C 
64歳男性が、階段を上ると息切れとともに前胸部およ

び両下肢が重くなるようになり初診来院した。

処方
向日、上記患者に対して「硝酸剤の処方」を行った

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
(調剤・製剤は含まず)。
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J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺痛を疑われた

ため初診来院した。
一後日、入院後、プロトコールどおり上記患者の「化学

処方
療法」を行った。

3.0 3.0 20.0 20.0 

40歳女性、 20歳より目指息にて他院で加療中である。 3
K 

目前より端鳴、呼吸困難増悪したため初診来院した。

同日、上記患者に「抗生物質の処方」を行った(調剤
処方

製剤を含まず)。
1.0 1.0 3.0 3.0 

53歳女性、 5年前より略疲が多く最近血疾が出現した
ト一一一一 ト一一一ー 一 ト一一一

M 
ため初診来院した。

同日、上記患者に「抗生物質等の処方Jを行った(調
ト一一一一 ト一一一ー ト一一ー

処方
剤・製剤を含まず)。

1.5 1.5 3.0 3.0 

[開業医専門の設問]

F 
33歳男性、発熱、咳、夜、全身倦怠感を訴えて初診来

院した。

処方
向日、上記患者に「抗生物質の処方」を行った(調剤

1.0 1.0 2.0 2.0 
-製剤jは含まず)。

H 
66歳男性、 卜一指腸潰蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

処方
同日、上記患者に「制酸剤等の処方jを行った(調斉11

1.0 1.0 2.0 2.0 
-製剤は含まず)。

I 
40歳男性、 2週間前から胃部の不快感を自覚したため

初診来院した。

処方
同日、上記患者に「制酸剤等の処方」を行った(調剤

1.0 1.0 2.0 2.0 
-製剤は含まず)。

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時の

息切れが出現したため初診来院した。

処方
悶目、上記患者に「気管支拡張剤、抗炎症剤、および

1.0 1.0 2.8 2.8 
冠拡張弗j等の処方jを行った(調剤・製剤lは含まず)。

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

処方
同日、上記患者に「鎮痛剤の処方jを行った(調剤

1.0 1.0 -製剤は含まず)。 2.0 2.0 

「生活指導」の設問別中央値

h~ ~ 
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1~ t1 
H 

66歳男性、十一指腸i貴蕩にて通院治療の病歴がある。

軽度の腹痛が出現したため初診来院した。

生活指導
後日、上記患者に食事等の「生活指導」を行った。

1.5 1.5 5.0 5.0 

J 
64歳男性、慢性気管支炎の既往がある。最近労作時

の息切れが出現したため初診来院した。

生活指導
後日、上記患者に呼吸訓練、禁煙指導等の「生活指

2.0 
導jを特別に行った。

2.0 5.0 5.0 

L 
下記個別行為についてお聞きいたします。

生活指導
2年前より7トピー性皮肩尭に対しステロイド外用拍療中である16最男子が、

2.0 2.0 
最近症状増悪したため、特別に本人、家族に[生活指導jを行った。

10.0 10.0 

生活指導
2年前より梧尿捕に対し経口血糖降下藁にて拍時中である日最男性が、

2.0 
血糖コントロール不良なため、本人、家族に対して「生活指導Jを行った。 2.0 11.0 11.0 

「慢性疾患管理」の設問別中央値

l i同
回

目
15.0 15.0 1 

l5.0 15.0 1 

「処置」の設問別中央値

に
-u

今
、

υ

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来院

した。
ト一一一 一処置 後日、上記患者に iS状結腸のポリ プの内視鏡的切

5.0 5.0 30.0 
(住射、械的ml除術」を行った(協力スタッフへの指示を含む)。

ト一一一一

K 
51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院

した。
ト一一一一 一処置 後日、上記患者に「経皮経肝的胆道ドレナ ジ」を行

8.0 8.0 30.0 
(注射、千側約品)った(協力スタッフへの指示を含む)。
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「カウンセリング」の設問別中央値

「説明と同意Jの設問別中央値

刷出 ~ 
・

J 
54歳男性、会社健診の胸部X線写真で肺癌を疑われた

ため初診来院した。

同日、上記患者に「気管支鏡に関わる説明と同意」を
ト一一一 ト一一一

説明と同意
行った。

8.0 8.0 8.0 8.0 

後日、上記患者と家族に化学療法の治療に関わる「説
ト一一一 ト一一一ー

説明と同意
明と同意」を行った。

4.0 4.0 30.0 30.0 

65歳男性、大腸痛の術後、突然胸痛、チアノーゼが尚
ト一一一 ト一一一

L 
現したため初診来院した。

後日、入院後、胸水貯溜が増悪したため「胸腔窄刺に
ト一一一一 ト一一回

説明と同意
関わる説明と同意Jを行った。

3.0 3.0 10.0 10.0 

[消化器専門の設問]

J 
61歳男性、健診で便潜血反応陽性を指摘され初診来院

した。

両日、上記患者に「内視鏡検査と組織の採取」に関わ
ト一一一一 ト一一一 ト一一一一 ト一一

説明と同意
る説明と同意」を行った。

1.5 1.5 5.0 5.0 

後日、上記患者に「内視鏡的切除術」関わる「説明と
ト一一一 ト一一一ー ト一一一一一 ト一一一

説明と同意
同意」を行った。

2.0 2.0 7.0 7.0 

51歳女性、発熱、黄痘、腹痛が出現したため初診来院
トー一一一 ト一一一ー ト一一一一一 ト一一一

K 
した。

後日、上記患者に胆管癌に関わる治療の「説明と同意」
ト一一一一 ト一一一 ト一一一 ト一一

説明と同意
を行った。

3.5 3.5 10.0 10.0 

後日、入院中に、上記患者が角度黄痘を呈したため
ト一一一一 ト一一一 ト一一一一 ト一一一

説明と同意
「経皮経肝的H日道ドレナージの説明と同意」を行った。

3.0 3.0 15.0 15.0 

64歳男性、会社健診の胃X線検査で異常を指摘され初
ト一一一一一 ト一一 ト一一一 ト一一一

L 
診来院した。

同日、上記患者に内視鏡検査に関わる「説明と同意」
ト一一一一一 ト一一 ト一一一一一 ト一一一

説明と向意
を行った。

1.1 1.1 5.0 5.0 

後日、上記患者に胃癌に関わる治療の「説明と同意」
トー一一一一 ト一一一 ト一一一一 ト一一

説明と向意
を行った。

3.0 3.0 15.0 15.0 
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「紹介関連Jの設問別中央値

lmo1〓同
G 

61歳男性、 3目前に感冒症状出現した後、左顔面上部

に水泡が出現したため初診来院した。

紹介関連
同日、紹介状を書いて総合病院に「紹介」を行った。

1.5 1.5 5.0 5.0 

K 
51歳女性、 2ヶ月前から早朝に頭痛が出現し増悪して

きたため初診来院した。心弁膜症の既往がある。

紹介関連
向日、紹介状を書いて総合病院に「紹介」を行った。

20. 2.0 5.0 5.0 

「問診・診察+診断・治療方針決定」について

は、総合負荷の点数密度は41.7-135.0の範囲に分

布、直接時間の点数密度は12.5-38.6の範囲に分

布している。「総合負荷Jr直接時間」ともに各分

野の専門的な設問の点数密度が低く、共通設問の

点数密度が高い傾向にあった。「生体検査実施+

生体検査判定(医療機器のコストを除く調整済)J

では、総合負荷の点数密度は37.5-500.0の範囲に

分布、直接時間の点数密度は13.6-76.0の範囲に

分布している。「総合負荷Jr直接時間」ともに検

査種別によって点数密度に差があることが示され

た。「読影診断」は、総合負荷の点数密度は42.5-

440.0の範囲に分布し、直接時間の点数密度は11.0

-90.0の範囲に分布している。「処方」に関しては、

総合負荷の点数密度は19.0-84.0の範囲に分布し、

直接時間の点数密度は2.95-28.5の範囲に分布し

ている。「総合負荷Jr直接時間」ともに全科共通

系の設問では、専門分野間、患者特性(設問)聞

に点数密度の差は小さい傾向にあった。一方で、化

学療法に関わる処方の点数密度が相対的に低い傾

向にあった。「慢性疾患管理(再診)Jは、「総合

負荷」の点数密度は49.3-199.3の範囲に分布、

「直接時間」の点数密度14.8-59.8の範囲に分布し

ている。勤務医の点数密度は、「総合負荷Jr直接

時間」とともに専門分野間の差は見られなかった

が、開業医においては点数密度の低いもの(片頭

痛に対する薬物療法の管理)と点数密度の高いも

の(利尿薬等の薬物療法の管理)に二極化してい

。
た

なお、「生活指導」、「カウンセリングJ、「説明

と同意」、「コンサルト返信」、「紹介関連」の点数

密度については、①現行の診療報酬点数表上で明

確に評価をされていないため、分析対象となる診

療報酬点数の設定が困難であること、②施設規模

(基準)によって点数が異なるため分析対象とな

る診療報酬点数の設定が困難であること、などの

理由で点数密度の計算対象から除外した。

医療技術グループ毎に同じマークを用いて、

「直接時間」の点数密度を横軸に、「総合負荷」の

点数密度を縦軸にとってプロットしたものが図 1

である。これより現行点数の評価の特徴が読み取

ることができる。
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図1 総合負荷に対する点数密度と直接時間に対する点数密度の関係
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初診来院した64歳男性患者の心エコー検査
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循-B開5 呼-B-63 上気道感染症の疑いの

ある37歳男性患者の胸部X線単純写真の

読影診断

呼-L-104 大腸癌の術後、突然胸痛、チア

ノーゼが出現したため初診来院した65歳

男性患者の胸部X線単純写真の読影診断

0.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

直接時間に対する点数密度(点/分)

消-J -155 検診で使潜血反応陽性を指摘

され初診来院した61歳男性患者の注腸造

影検査

呼J・99 胸部X線写真で肺癌と診断され

た患者に対して、入院後プロトコールど

おりの化学療法



78 医療経済研究 vo1.9 2001 

6.外挿法の実行可能性

本調査では、 300程度の医療技術について、 300

人程度の臨床医による相対的評価を試みたが、評

価の対象としていない医療技術(医療サービス)

は、いうまでもなく多数存在する。評価の対象と

する医療技術を大幅に拡大する場合、本調査で行

ったような多数の臨床医に相対評価を依頼する方

法は調査負担、迅速性の面から効率的な方法とは

いえない。そこで外挿法の実行可能性を検証した。

(1 )外挿法の評価方法

外挿法の実施手続き次のとおりである。①本調

査の調査対象者以外から循環器の専門医 3人を選

定、②本調査の設問および新たに作成した設問を

7題を作成、③選定した医療技術について、上記

臨床医による討議を行い、個々の技術ごとの評価

値を確定。その際、選定された設間以外の設問と

そのアンケート回答結果は参考として上記回答者

に提示する。④3人の臨床医により確定された値

とアンケート調査の集計結果を比較検討する。

(2)外挿法の評価結果

外挿法による 7設問の回答結果(総合負荷)の

うち、アンケート調査結果の95%信頼区間の範囲

にあったものが4設問、アンケート調査の最頻値

と一致していたものが 1設問であったことから、

7設問のうち 5設問に高い一致性が見られたこと

になる。また、新たに作成した高度で専門性が高

いと考えられる設問の回答結果は、アンケート調

査によって得られたその他の医療技術の回答値と

比較しでも、バランスのとれた妥当な水準である

という意見を専門家から得ることが出来た。以上

の試行結果から外挿法による技術評価は、十分な

代表性を持ち得ることが示された。

7.調査結果の総括と考察

以上の分析結果を総括すると以下のとおりであ

る。

(1) 1総合負荷」と「直接時間」との関係

「直接時間」の測定は客観性や簡便性という意

味では「総合負荷」を計測するより優れている。

しかし、「直接時間」と「総合負荷jの相関は総

じて高いものの、相関係数が0.5程度(中央値ベー

ス)と低い設問群もあるため、医療技術の「総合

負荷」をすべて「直接時間」で代理するのは適当

ではない。「直接時間」を使用する場合でも、計

測値の補正が必要であると考えられる。その際、

負荷密度 (1総合負荷J/ 1直接時間J)の概念は

有効であると考えられる。負荷密度を計測すると、

診断・治療方針、生体検査判定、処方など判断的、

分析的要素の比重が高い医療技術の方が処置、検

査の実施などの医療技術より時間当たりの負荷が

大きいことがわかる。このことは、時間のみで技

術評価するとこれらの判断的な技術が相対的に低

く評価される可能性があることを示唆しており、

特に内科系技術の場合この点に留意する必要があ

る。代表的な医療技術をグループ化し、グループ

毎の負荷密度を把握することができれば、個々の

技術の時間測定のみを行い、それに当該技術が属

するグループの負荷密度を乗ずるといった補正方

法によって、個々の技術に対する適正な経済的評

価が行えると思われる。

(2)医師属性と回答結果の相違

同じ医療技術の評価が医師の属性によって差異

が生ずる場合は、回答結果を医師の属性によって

何らかの方法で補正しなければならない。あまり

差異が大きい場合には、そもそもアンケート調査

による主観評価という本研究のアプローチそのも

のの妥当性が疑問視される。そこで「総合負荷」

「直接時間」のそれぞれについて、医師の専門分



野、勤務年数・資格の有無、勤務先医療機関特性

の違いによって評価の違いが認められるかどうか

検定したが、その分析結果は医師属性の違いが回

答結果に及ぼす影響は小さいことを示した。

(3)医療技術ごとの評価値と現行点数との関係

疾病の特性の違いによって、それに対応する技

術の「総合負荷」ゃ「直接時間」の値は異なるこ

とになる。「総合負荷」だけに着目しても、同一

技術のグループ内であっても個々の技術間では次

のような評価値の差が見られた。「問診.診察」

「診断.治療方針」では共に疾病特性の違いによ

つて1.0から3

「生体検査実施」およぴぴ、「生体検査判定」では

共に主として検査内容の違いにより1.0から5.0の

範囲でで、差が認められた。「読影診断」では1.0から

2.0と比較的ぱらつきは小さい。しかし同じ胸部X

線単純撮影・診断でも、晴息の増悪した患者は1.0

(呼吸器、開業医)、大腸癌手術後の胸痛を訴えた

患者は2.0(呼吸器)と同じ医療行為でも患者特性

によっても負荷は大きく異なることにも注意が必

要である。「処方」では、 0.5から3.0の範囲で差が

認められる。これは感冒薬の処方と抗癌剤の処方

の差であり同じ処方でも治療内容によって大きく

異なった。「生活指導」では、1.5から3.0の範囲で

差が認められる。腹痛患者に対する食事等の指導

1.5 (開業医)に対して入院高齢者の退院後の生活

指導を非同居の娘にする場合は3.0(呼吸器、消化

器)と複雑なケースの負担は大きい。

現行の報酬体系では評価が不明確、もしくは全

く評価の対象となっていないと考えられる「説明

と同意Jに関しても、複雑な治療に関する場合の

「総合負荷」は以下に示すようには小さくないこ

とが示された。「心カテーテル検査に関する説明

と同意J3.0 (循環器)、「気管支鏡検査に関する説

明と同意J2.0 (呼吸器)、「早期肺癌患者と家族に
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対する化学療法に関する説明と同意J4.0(呼吸器)、

「胸水を抜くための胸腔穿刺に関する説明と同意J

3.0 (呼吸器)、「高度黄痘を呈した胆管癌患者に対

するドナレージに関する説明と同意」は3.0(消化

器)。

さらに、個別の医療技術ごとに現行の診療報酬

上の点数を「総合負荷」および「直接時間jで除

した「点数密度」を試算することによって、診療

報酬と医師自らによる評価値との関係を分析し

た。図 1は診療技術ごとに「点数密度」をプロッ

トしたものであるが、かなりのばらつきがあり、

実質的に高く評価されている技術と低く評価され

ている技術が混在していることが明らかになっ

た。このようなことを明らかにした本研究のアプ

ローチは現行の診療報酬上の歪みの是正に有効な

情報を提供すると考えられる。

(4)外挿法の利用

専門医による外挿法の結果はアンケート結果と

比較的高い一致性を得たため、外挿法は費用対効

果の高い技術評価の手法として有効で、あることが

示唆された。これにより、評価の対象となる技術

を容易に増やしていくことが可能だと思われる。

N 今後の課題

一方で、本研究が示す技術評価方法は主として

次の三つの解決すべき課題を有している。

1圃相対評価か5絶対評価への転換ルールの

必要性

この医療技術の評価方法はあくまでも技術聞の

相対的な差を評価しているに過ぎない。実際の価

格に反映させるためには何らかの絶対評価への転

換作業が必要となる。絶対評価と相対評価を結び

つける一つの試案としては、統計データより医師

の時間当りの賃金を計測し、それにその技術グル
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ープの平均的な負荷密度 (1総合負荷J/1直接時

間J) を乗ずることにより報酬の絶対額を決める

といったアプローチも考えられる。

2.個人の技能とどう関連付けるか

本研究における評価アプローチは個々の医療技

術単位の相対評価を行っているに過ぎず、医師個

人の技能と関連付けてはいない。しかしこの問題

については、臨床上の能力を評価する基準を学会

なり医師団体なりが作成し、基準をクリア}した

医師に報酬を加算するといった方法により個人の

技能と報酬額との対応を図る方がより現実的だと

考えられる。

3.チーム医療の評価

本研究では、医師の提供する技術を医師自らが

評価するというアプローチをとっているため、チ

ーム医療を評価するためにはー工夫が必要であ

る。同様な手法で看護職、その他医療技術職の調

査を実施し、医療技術に集約整理することにより、

チーム医療に提供される医療技術(医療サービス)

の評価も可能だと考えられる。看護必要度の議論

などはこれに類するものだと思われる。

j主

1 本研究では医療技術を医師が提供する医療サ

ービスとしてとらえている。

2 AMA刊 IMedicareRBRVs : The Physicians' 

Guide1997Jより。

3 この医師の技術評価体系では、内科系の技術

として重要な診断技術を「問診・診察」と「診

断・治療方針決定」の 2つに大別している。ま

た現行の診療報酬体系では明確な評価方法が定

まっていないインフォームドコンセント関係

(説明と同意、カウンセリング等)についても

評価対象として整理を行っている。なお検査関

係については、医師の日常の診療形態に則して、

デ}タ収集の負荷的要素の高い「実施」と判断

的な負荷要素の高い「判定」という 2つの視点

で整理を行っている O ただし内視鏡検査のよう

に「実施」と「判定」を同時に行う診療行為に

ついては、便宜上「判定jの中に分類を行って

いる。

4 既存データから 1件当たりの医療機器コスト

推計すると以下のようになった。

種目。 装置単価設置台数減価償却費診療実績 医療機器コスト

単位 千円 4口a、 千円/年・台件/年台 円/件

X線診断
12.100 39，000 1，260 362 3，481.4 

(一般単純)

超音波診断 4，946 9，300 515 215 2，391.3 

診療実績は、全年齢(入院、入院外/一般、老人)
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Is it possible to evaluate medical service 
economically by RBRVS survey ? 

Hisao Endo M.B.A * 

Objective. 

To verify the possibility if medical payments can be determined by RBRVS(Resource -Base 

Relative Value Scales) viewpoint. 

Study Design. 

1) Ask physicians to evaluate their medical practices from the view of time and work (load) 

bya questionnaire survey. 

2) To investigate the e宜'ectof attributes associated with the respondents upon the answers. 

3) To analyze the relationship between time and work. 

4) To consider if there are more efficient methods to evaluate medical service from RBRVS 

perspectives other than the questionnaire survey. 

Conclusions.. 

1) The di旺'erencein the disciplinary and years of experience of the participated physicians 

had less influences on answers to the questionnaire. 

2) The correlation coefficient between work and time was high in the answers to the 

questionnaire. 

3) The results of the evaluation by mutual consent of a small number of medical specialists 

resulted in the similar values with those obtained by the questionnaire survey， suggesting 

that the assessment even by a small number of authorities retains enough 

representativeness. 

These results indicated that medical and technical service payment could be determined 

from RBRVS perspectives. 

The data analysis also revealed the followings: 

1) Even the same medical service resulted in huge di妊'erencesin time and work required， 

depending on the disease characteristics of the subjects. 

2) The current medical fee payment system includes both economically overestimated and 

underestimated medical services. 

These facts would have substantial significances in the future improvement of the medical 

fee payment system. 

[key wordsJ RBRVS， questionnaire survey， medical fee payment 

* Gakushuin University faculty of Economics Professor 
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は「稿』立頁③の「留意点」で指摘のとおり)oJでし
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を編集委員会より依頼した経緯が ある。また、徳永淳也氏は平成 11年度

医療経済研究 機構 研究 助成 対象 者であり、本作品はその成果論文である。
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