
ISSN 1340-895X 

Vol. 5 1998 

巻頭言

『医療経済研究J誌への期待…....・ H ・...・H ・...・ H ・...・ H ・-…....・ H ・-…宮川公男 2 

一編集委員長就任に当って一

投稿論文

Implementing health care reforms in Europe: 

policies，actors and insutitutions・H ・H ・...・ H ・H ・H ・...・H ・PhilippeMosse 5 

橋義歯(ブリッジ)および義歯の診療報酬評価の

改善に関する研究…...・ H ・......・ H ・..…...・ H ・..…...・ H ・..…...・H ・-宮武光吉 31 

嶋村一郎 桟淑行

研究報告

佐々木好幸

鳥山佳則

石井拓男

瀧口徹

小椋正之

上保英之

米国のDRGの妥当性に関する研究...・H ・-・…....・ H ・.......・ H ・.....・ H ・..JII湖孝- 49 

投稿規定・執筆要領...・ H ・...・H ・...・H ・.....・H ・....・ H ・....・ H ・-…....・ H ・-…...・H ・... 74 

編集後記・・ H ・H ・...・H ・.....・ H ・...・H ・.....・H ・-…・・・ H ・H ・...・H ・H ・H ・....・ H ・-上保俊昭 79 

⑪財団法人医療経済研究機構





Vol. 5 1998 

財団法人医療経済研究機構



巻頭亘

『医療経済研究』誌への期待

一編集委員長就任に当って一

宮川公男

この度本誌の編集委員長をお引き受けすることになりました。責任の重大さを強く感じ、私としてで

きる限りの努力をしたいと考えております。本誌の読者をはじめ関係者の皆様の御支援をお願い申し上

げます。

私は現在主として政策科学を研究領域としており、医療経済についてはほとんど専門的学識を有しな

い者であります。しかし発行機関である(財)医療経済研究機構がその英文名をInstitutefor Health 

Economics and Policyとしていることからも明らかなように、その研究も、また機関誌としての本誌も、

政策志向を一つの特徴として強く打ち出そうとしているものと理解できますし、また医療経済は学際的

研究領域であることもあり、その点で科学の政策志向性と学際性を目標として生まれた政策科学も貢献

しうるものと考え、思い切って編集委員長の大役をお引き受けした次第であります。幸い編集委員には

わが国の医療経済研究を代表する方々に加わって頂いておりますので、心強く、しばらくの問責任者と

して役を務めさせて頂きます。

さて医療経済学は応用経済学のー領域であると考えることが出来ますが、応用諸領域の中では発展が

比較的遅れているといえましょう。経済学においては市場という概念が中心的な地位を占めていますが、

保健・医療サービスには市場になじみにくい多くの側面があります。保健・医療サービスの専門性と多

様性、その質の不明確性、健康や生命の金銭的価値表示の困難さ、需要の不確実性、保険診療にともな

うモラル・ハザード、需要者と供給者間での知識・情報の非対称性など、伝統的な経済分析を困難にす

る多くの要因があります。このように市場になじみにくい多くの要因があるにもかかわらす、医療費支

出はGDPの約7%というように経済的にも大きなウエイトを占めています。そしてその性格ゆえに、さ

まざまな公共的規制が存在しています。例えば医師や看護婦の資格のような参入の規制、広告などにつ

いての競争慣行の規制、報酬や価格についての規制、いろいろな安全規制などであります。

このような公共的介入の必要性から医療経済の研究における政策志向への要請には強いものがあると

いえます。そして保健・医療政策には、狭義に保健および医療サービスの提供による国民の健康の改善

を目的とした政策から、広義には食品安全、喫煙規制、大気・水質保全、作業環境改善など広い範囲に

わたると考えられます。したがって、本誌に収録される研究論文はそのような広い政策領域をカバーす



ることになります。また、そのような政策志向の研究とともに、本誌は医療経済および関連分野の理論

的かつ実証的研究の発展のための場を提供するものでなければなりません。まだこの分野の本格的な専

門ジャーナルがないわが国において、本誌は先導的役割を果たさなければなりません。特に、すぐれた

研究者の養成は急務であり、そのためにも研究水準の全般的向上が望まれるところであります。さらに

また、高齢化社会の進行とともに増大が不可避である保健・医療費負担を考えるとき、医療経済に関す

る国民の基本的理解の増進も望ましいことであり、本誌は時にそのための啓蒙的役割も果たさなければ

ならないと思います。

他に類似の定期刊行物のない現段階においては、本誌は以上のように多くの役割を果たさなければな

らないでしょう。良い医療と健康は人間の生活の質 (QOL)の最も根幹的なベースであり、人間の尊厳

性を保つために欠くことのできないものであります。そしてそこで関われる価値はきわめて多元的なも

のであります。本誌の誌名は「医療経済研究」でありますが、経済的価値を中心にしつつも、人間の尊

厳性にかかわる他の重要な価値をも十分視野に入れた研究を世に問うて行かなければなりません。以上

のような考え方に立って、本誌の編集を進めて行きたいと思いますので、寄稿される研究者の方々や、

関係各位の御支援と御協力を重ねてお願い申し上げます。





一文一一論一一稿一一投一

Implementing health care reforms in Europe: 
policies， actors and institutions 

Philippe Mosse 

Economist，C.R.CNRS 
Aix en Provence，France 

European health care systems have embarked programmes of radical reform intended 

both to contain costs， maintain quality and promote equity. In most countries， the 

instruments used and the declared objectives seem to be similar and derived from the 

American model. As a result， observers are tempted to infer that these health systems 

are converging towards a single liberal model. 

In an attempt to qualify this view， the present article will seek to show that the reforms 

currently in progress must be evaluated not in terms of universal criteria but by 

reference to the historical contexts in which they are being implemented. 

Thus， for example， the British and French reforms are running into difficulties that are 

often attributed to "resistance". It is shown here that these difficulties are due to the 

fact that the advocates of the reforms underestimated the influence of earlier dynamics 

and the importance of the implementation phases. To what extent lessons for Japan 

health care reform can be drawn from European experiences is an open issue. 
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Introduction 

For the last decade， health care systems 

in the developed countries have been 

facing the same kind of challenges: how 

to reduce or contain health care costs 

while maintaining quality of care and 

equality of access. It is for this reason 

that， since the late 1980s， health care 

systems throughout the world have been 

the target of almost constant reform. 

Many comparative studies have been 

carried out in an attempt to describe 

what appears to be a universal trend. 

Along with the extensive international 

diffusion of managed care techniques 

such as peer review， total quality 

management and DRG， this trend serves 

to strengthen the "convergence" model. 

Indeed in Europe， convergence has been 

a policy in itself since the 1992 

Maastricht Treaty， which laid down 

certain economic and financial criteria to 

be fulfilled by 1 January 1999 by 

countries seeking to join the single 

currency EURO system. 

International competition and global 

economic efficiency seem to be 

incompatible with high levels of public 

expenditure， given that levels of taxation 

and social security contributions are 

limited by high unemployment and slow 

economic growth. 

This makes it difficult，if not impossible， to 

implement the Keynesian policies that were 

the panacea of the Fordist post-war period. 

Furthermore， advice from the OECD， as 

well as G7 / G8 recommendations， have 

pushed governments into introducing more 

competition and greater private-sector 

involvement. 

Against this macro-economic and 

political background， most economists 

consider that European Monetary Union 

is not the cause of the tougher public 

economic policy but rather a mean of 

tackling a broader problem， namely the 

position of the European countries in the 

face of global economic competition. In a 

recent overview of current reforms， the 

WHO implicit1y adopted the convergence 

model: "While the pressure for changes 

has been fe1t unevenly across different 

parts of Europe， there appears to be a 

set of parallel trends regarding 

governance" (WHO， 1996). A1though 

this global interpretation is dominant， it 

will be demonstrated in this article that 

this convergence model has to be 

questioned. 

The first point to be made here is that 

two types of convergence may exist. The 

first one is normative and centered on 

a priori quantitative objectives. The 

second， more pragmatic one， seeks to 

mlmmize the standard deviation of a 

given indicator among countries. U sing 



this second definition， it would have 

been possible to increase the public 

deficit， since the differences among 

European countries would have been 

relatively small. Following this 

rationale， some newly elected European 

governments are willing to relax the 

Maastricht criteria (e.g. the 3% public 

deficit relative to GNP and the tough 

relative price inflation threshold) 1) • 

Secondly， taking a broader perspective， 

convergence can be seen as an "artifact". 

lndeed， from a normative as well as from 

a "positive" point of view ，the convergence 

model is consistent only if no account is 

taken of the specific institutions and 

history in which any national health care 

system is rooted. Thus the convergence 

model has to be seen as the consequence 

of the domination of neo-classical ideology 

rather than as a theory in itself. 

The process of European union (or， say， 

the collapse of the bubble economy and 

the aging population in J apan) can 

hardly be seen as the one and only 

explanation of the recent and future 

evolution of social welfare and policies. 

A more institutional perspective has to 

be taken in order to understand not only 

the aims of the reforms but also their 

contents， the difficulties they are 

currently encountering and the solutions 

that should be adopted in order to solve 

them. 

Implementing health care reforms in Europe: 
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Thus this article is an attempt to show 

that some differences among European 

countries not only exist but also have to 

be retained in order for the health care 

systems and reforms to be efficient. 

The first part will begin with a brief 

survey of the main statistical data; this 

will be followed by a description of the 

two main models that can be used to 

explain the health care institutions， 

their functioning and the actors involved 

in most European countries. 

The second part will focus on two 

countries， the United Kingdom and 

France， whose health care systems are 

rooted in very different historical models 

and have recently undergone structural 

reform. It will be demonstrated that the 

problems currently being encountered in 

both processes of reform are due to the 

discrepancy between， on one hand， the 

emphasis placed on theoretically defined 

micro-economic incentives， and， on the 

other hand， the lack of attention being 

paid to the actual implementation of the 

reforms. 

11 Convergence: fact or fiction? 

The convergence issue is one of the most 

important in the field of economic and 

social policy in Europe (M. Berthod-

Wurmser， 1995). The success of the 

convergence policy is seen as the condition， 
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for a given European country to enter the 

Economic and Monetary Union (EMU) ， i.e. 

the Euro area， to be created in 1999. This 

po1icy is to be assessed through a set of five 

criteria: inflation rate， average 10ng term 

interest， exchange rate， public debt and 

public deficit. From a welfare state point of 

view， the 1ast criterion is not the 1east. As 

the E.C.τreaty stated in its number 104 

article: "the budget deficit shou1d be 3% of 

GDP or 1ess， un1ess either the ratio has 

declined substantially and continuous1y 

and reached a 1eve1 that comes close to 3%， 

or the excess over the reference va1ue is 

on1y exceptiona1 and temporary and 

remains close to 3%". As it cou1d have been 

expected， the debate， focusing on nomina1 

number， is about how and when member 

states will be ab1e to fulfill the convergence 

criteria. Indeed， harmonization seems to be 

on its tracks， as， between 1993 and 1997， 

the average public deficit within the 15 

European countries， felt from 6% to 3% of 

the GDP. 

However， the impact of the deficit decrease 

is very different from one country to 

another， even in terms of size of the pub1ic 

sector itse1f. For instance， between 1992 

and 1997， the share of pub1ic emp10yee 

wages in the GDP went down from 12% to 

8% in the D.K， whi1e， in France， it went up 

from 13% to 14.5%. (E. Mermet and O. 

Jacobi， 1997). This examp1e shows that， at 

1east from a public po1icy point of view， 

assessing the convergence effectiveness 

on1y through the five criteria required for 

the EMU， can be mis1eading. Thus， 

economic ana1ysis of the "convergence 

theory" has to confront broader 

quantitative and qualitative data. 

In order to demonstrate that this 

perspective can a1so be fruitfu1 from an 

health economics perspective， it is 

necessary to go through three steps. 

First， actua1 data and figures have to be 

100ked at (1.1). This study has to be done 

having in mind that any attempt at 

comparison is necessari1y open to 

criticism， since nationa1 statistica1 

definitions are very heterogeneous and 

have to be over-simplified before they 

can be compared. In the second step， 

qua1itative ana1ysis is needed in order to 

test the convergence hypothesis further， 

taking into account the historically 

defined and sett1ed re1ationships 

between the actors (1.2) as well as the 

set of too1s being deve10ped in most 

countries by the reforms (1.3). 

1.11 The key figures: a brief survey 

In so far as quantitative data can he1p in 

describing nationa1 situations， the recent 

evo1ution of we1fare and socia1 protection 

statistics shows little unequivoca1 

evidence of convergence between 

European countries. 

For instance， in 1980 the tota1 amount of 



welfare expenditure as a percentage of 

GDP， ranged from 10% in Greece to 30% in 

the Netherlands. The range was almost 

identical fifteen years later， with a 

mllllmum of 16 % in Greece and a 

maximum of 33% in Denmark. Indeed the 

relative and absolute growth of welfare 

expenditure has not been accompanied by a 

trend toward equality. In most cases， 

those countries that already had a high 

level of welfare spending in 1980 recorded 

an increase almost as great as that of 

countries at the other end of the 

expenditure range (between 2 and 6 

percentage points). It may be that the 

main variable determining the increase in 

welfare spending is not the initial level of 

welfare expenditure but GDP. 

If we now turn to the evolution of total 

redistributive expenditure (i.e. total taxes 

and mandatory social security 

contributions) as a percentage of GDP in 

Implementing health care reforms in Europe: 
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the main European countries since the 

1980s， the trend towards convergence 

appears even weaker. Table 1 shows that， 

according to OECD sources， this indicator 

decreased in Great Britain from 37 % to 

34 %， while it rose in both Germany and 

France， albeit by different amounts・

from about 35 % to 40 % in Germany and 

43 % in France. Over the same period， 

the USA figure remained virtually 

unchanged (29.2 % to 29.8 %) but the 

figure for Japan jumped from 19.7 % in 

1980 to 31 % in 1994 (Koseisho， 1996). 

Strangely enough， the convergence 

trend， at least as reflected in this rather 

rough data， appears to be stronger 

between Great Britain and Japan than 

between France and Great Britain ! 

The same phenomenoncan be observed in 

the health care sector. It is well known 

that the share of health care expenditure in 

total welfare expenditure and GDP 

Tablel 

Texes and social security contributions as a% of GDP (OECD) 

1970 1980 1993 

Germany 35.7 40.7 40.5 

France 35.1 41.4 42.8 

United Kingdom 37.2 34.8 34.4 

E町 ope 34.4 38.0 40.0 

Japan 19.7 25.4 31.0 

USA 29.2 29.3 29.8 

Sources:Eurostat and OCED，1996. 



10 医療経済研究 vo1.5 1998 

increased throughout the world. But this 

universal trend did not lead to equality. 

Expressed as a percentage of GDP， there is 

still a considerable degree of variation in 

OECD countries， with the range extending 

from 6% in Great Britain and Japan up to 

14% in the USA Furthermore， when 

calculated in terms of purchasing power 

parity， the range is even wider (from 500 in 

Greece to 3300 in USA) 2) • 

From a broader point of view， however， the 

use of share of G D P as a key indica tor 

might be questioned. Firstly， it says 

nothing about efficiency. Secondly， it may 

reflect the willingness to pay of a whole 

nation. Thus， whatever the level， it cannot 

in itself be considered "good"， "bad" or 

"appropriate". It would be much more 

constructive， therefore， to look at the 

difference between the actual amount of 

money spent in a given national health 

care delivery system， and the amount of 

money the people it serves "want"ωspend. 

At first sight， an exercise of this kind would 

appear to be unnecessary in democracies， 

where such decisions町 e，in theory at least， 

under the voters' control. It might be 

thought that the level of health care 

expenditure reflects a nation's choice， 

whether mediated through Parliament， the 

election process or the "fourth estate"ヲ1.e.

the press and broadcast media. 

Unfortunately， this is not the case. For 

instance， it cannot be claimed that US 

citizens want to spend such a large amount 

of money on health (R. Evans， 1997). 

President Clinton's proposals for health 

care reform were one of the reasons for his 

election， but they could not be realized 

because of strong lobbying from private 

insurance companies 3). In France， the 

maximum increase in health expenditure 

is determined annually by the government， 

and in theory is not to be exceeded. To 

date， however， the figure laid down has 

always been surpassed because of a lack of 

control over decisions taken by the main 

providers. 

A good guess would be that J apanese 

people would， on the contrary， be willing 

to spend more on health， firstly to 

improve the working conditions of health 

workers and secondly to meet new 

medical needs. And indeed， for the last 

decade， the annual rate of increase in 

health expenditure in Japan has been 

8%， one of the highest rates among 

OECD countries. 

1.21 The Beveridge and Bismarckian 
models: the persistence of old 

archetypes 

Over and above this quantitative 

evolution， the two models of the welfare 

state that have developed in European 

countries remain in place. The 

Bismarckian and Beveridge models are 

named after the individuals who 

introduced them， the former in Germany 

at the end of the 19th century， the latter 



in Great Britain during the Second 

World War4
). Based on two different 

concepts of society and of the welfare 

state， the two models are each 

characterized by a distinctive set of 

features relating to funding， mode of 

operation， principal actors， etc. 

Table 2 shows the main features of the 

two models. Of course this kind of 

typology makes sense from an analytical 

point of view， but many economists 

consider it no longer relevant. 

From an historical perspective， radical 

economists would argue that institutions 

such as trade unions， the State and welfare 

administration are linked together in a 

much more sophisticated way than fifty 

years ago. In consequence， new typologies 

and classification criteria have to be 

developed in order to understand and 

improve current national social welfare 

systems (B.Theret， 1996). For conventional 

economists， the tendency to explain current 

Implementing health car巴 reformsin Europe: 
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changes by focusing on market evolution 

and monetary policies does not allow much 

room for institutions and historical 

analysis. In normative neo-classical theory， 

the market must remain the major 

coordinating and regulating mechanism. 

Analysis of institutions may cause this 

fundamental fact to be overlooked. 

However， if the two welfare models are 

regarded as "paradigmsぺitbecomes 

clear that the principles and ideologies 

on which they were based are still 

capable of explaining most of the on-

going changes in Europe and elsewhere. 

Because of an historical "coincidence"， the 

first six nations to enter the Common 

Market in the 1960s had all adopted the 

Bismarckian model (Germany， France， 

Belgium， the Netherlands， Luxembourg 

and， to some extent， Italy). Since 1995， 

the EU has had fifteen member states and 

as a resul t the two models are more 

evenly distributed. 

Table2 

The main features of the Beveridge and Bismarckian models 

Feature Beveridge model Bismarckian model 

Principle: Solidarity Insurance 
Coverage: Universal Workers 
Funding: Taxation Wages 
Benefit: Flat-rate Proportional 

Leading Actor: Government / State Employees / Employers 
Means: Legislation Collective agreements 
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For good historical reasons， Britain has 

traditionally been presented as having a 

purely Beveridge model， while Germany 

has been regarded as a pure Bismarckian 

country (D. Lambert， 1997). However， 

according to the features listed in table 2 

and to OECD data， it would seem that 

Denmark adheres more closely to the 

Beveridge model than Beveridge's native 

country. For their part， France and 

Japan， at least up until the 1980s were 

more Bismarckian than Germany itself. 

For instance the percentage of welfare 

directly funded by mean of taxes (instead 

of contributions from wages)， which is the 

main feature of the Beveridge model， is 

higher in Denmark than in Great Britain 

(81 % compared 45%)， while in France it is 

only 19% and in Germany 25%. 

If we turn more specifically to health 

care systems， they can be described 

briefly on the basis of the four main 

economic characteristics: financing， the 

mode of payment for doctors， the 

patients' contribution and freedom of 

choice. 

i/ Finoncing: 

As in Japan， but unlike the USA， most 

health-care systems in Europe are 

financed by a mix of public and social 

insurance， and being insured is 

mandatory. 

In Germany however， high-earners have to 

purchase their own insurance， and 

insurance companies and mutual providers 

compete to attract clients. In most 

European countries， as in Japan， social 

insurance is organized on a corporate or 

occupational basis. In Bismarckian 

systems， being in employment (or a 

member of an employee's family) is the 

condition for being insured. However， the 

actual rate of cover is close to 100 %， since 

government programs replace social 

insurance for low-earners， the unemployed 

and pensioners. 

In many cases， however， the financial 

burden on the State is much heavier than 

this complementary role would suggest， 

although it remains almost hidden. Given 

the chronic deficit that afflicts many social 

insurance systems financed out of 

employers' and employees' contribution， 

governments are often forced， directly or 

indirectlぁtotop up the insurance funds. 

Nor should it be forgotten that the State 

also pays contributions as an employer. In 

Southern European countries， where most 

of the new jobs create are in the public 

service， the contributions paid by the 

State as employer are quite high. 

ii! Poying the doc↑or: 

The two major types of payment usually 

quoted are "fee for service" and 

"capitation" . 



Fee payment is often seen as 

inflationary， glvlng more power and 

autonomy to doctors， while capitation is 

seen as an efficient way of controlling 

costs as well as opportunistic behavior 

on the part of doctors. In fact， over and 

above the basic principles on which the 

systems are based， the key points are 

the actual regulatory instruments used. 

In some cases， capitation may allow a 

certain degree of autonomy and 

competition， as doctors' incomes depend 

on the number of registered patients. 

On the other hand， fee systems can be 

sophisticated enough to exert real 

control over clinicians' decisions and 

even contain outpatient and inpatient 

costs (R. Niki， 1996). 

Comparison of the relative efficiency of 

the two systems is even more difficult， 

since， in many countries， there is 

actually a mix of fee， salary and 

capitation (as in Finland， Greece， Spain 

and Great Britain). Fees might be paid 

for specific services provided by 

otherwise salaried doctors. A given 

doctor may be paid by either system， but 

two kinds of payment system may also 

coexist in the same country for two 

separate types of doctor ; this is true in 

most cases， including Japan. In this 

latter case， a typical medical career 

path， consisting of salaried employment 

in the early phase and a subsequent 

move into private practice， is based on 

Implementing health care reforms in Europe: 
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economic rationality. As a result， in 

J apan many hospital doctors join or 

establish a private clinic or practice as 

they turn forty 5) 

iii/ Pa↑ien↑fees: 

In every country， patient fees or 

contributions vary according to the type 

of care. Hospital and inpatient care is 

al ways virtually free. However， in 

France a lump sum of about 2，000 yen a 

day has been paid by hospital inpatients 

since 1983. On the other hand， patients' 

contributions to the cost of drugs， 

spectacles and dental care can be high 

(as much as 80 % in some cases). The 

economic rationale for this virtually 

universal and widely accepted policy is 

that these types of care can be postponed 

until the patients save enough money to 

be able to pay out of their own pockets 

(B. Abel-Smith， 1992). 

In no European country are patient fees 

systematically lower for the insured 

person than his/her dependents， as they 

are in Japan. In many countries， on the 

contrary， some care (such as dental 

treatment) is cheaper for children than 

for adults. 

iv / Freedom of choice: 

The question of whether total freedom of 

choice is more likely in Bismarckian or 
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Beveridge-type mode1s is a controversia1 

issue that will not be addressed here. 

However， clinicians are like1y to have 

greater autonomy in Bismarckian 

countries than in Beveridge-type ones， 

where the State is both their emp10yer 

and the 1eading actor in the hea1th care 

system. 

Freedom of choice for patients does not 

mean pure competition. Given the 

informationa1 asymmetry that exists， 

referra1 processes are driven 1arge1y by 

practitioner networks， which can in turn 

give rise to supp1ier-induced demand. 

"Gatekeeper" procedures 6) are often seen 

as a good way of avoiding unnecessary 

consu1tations with specia1ists. 

*** 

This genera1 background being given， 

European hea1th care systems were 

gradually bui1t up after the Second Wor1d 

War， with re1ative1y 1itt1e change taking 

p1ace until the 1970s as full advantage was 

taken of the thirty or so years of sustained 

economic growth that followed the war. 

From a hea1th care management point of 

view， no quantitative regu1ation was 

needed， main1y because nationa1 wea1th 

was nsmg year on year. The increased 

supp1y of hea1th care was a1so consistent 

with human capita1 theory， since it was 

seen as a precondition for improving 

individua1 and collective 1abor 

productivity. From a humanitarian 

point of view， it was a1so 10gica1 that a 

significant part of economic growth be 

used for redistributive purposes. Last 

but not 1east， the actors invo1ved in 

hea1th techno1ogy， innovation and 

emp10yment were a1so pushing for more 

hea1th facilities and provision. 

Neverthe1ess， the situation has changed 

radically since the end of the 1970s. 

There has been a rea1 reversa1: pub1ic 

hea1th-care systems may flourish during 

periods of economic growth， but are one of 

the first casua1ties when economic and 

socia1 crisis rears its head and then 

becomes a more or 1ess permanent feature 

on the 1andscape. The main reasons for 

this change are summarized briefly be1ow. 

First1y， genera1 economic growth slowed 

down ; as a resu1t， given the e1asticity of 

hea1th care， the growth in hea1th 

expenditure began to decline in some 

countries. Second1y， government and socia1 

security budget deficits became a rea1 

concern because of economic globa1ization 

and monetary orthodoxy. Third1y， the 

positive impact of investment in hea1th 

declined dramatically: on one hand， the 

margina1 outcome of hea1th expenditure 

was decreasing as the tota1 amount spent 

was rocketing ，on the other hand， more and 

more care was being provided for 

individua1s who were no 10nger productive 

(e.g. the e1der1y). 



As a result， by the beginning of the 

1980s， tough health care policies were 

being launched. 

1.3/ Context dependency of the new 

model: 

In an attempt to deal with the economic 

and financial crisis while at the same 

time maintaining a high level of social 

protection， the reforms being put in 

place in most European countries are 

based on a three-pronged strategy. Each 

element in this strategy is assumed to be 

effective because it can be justified 

theoretically. 

i/ In countries where it used to be high 

relative to others， such as France or 

Germany， the share of wage-earners' 

contributions relative to taxation is 

being reduced. Because of nSlng 

unemployment， it is increasingly 

difficult to finance welfare expenditure 

out of wage・earners'contributions. 

However， thanks to the growth of 

national wealth (GDP)， it is still possible 

to fund a rising level of welfare provision 

out of taxes on consumption， income or 

business profits. 

This is the case also in Japan， where the 

consumption tax rose from 3% to 5% in 

April 1997， in order to finance the 

growing social insurance needs. 

The theoretical justification for these 
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reforms has its origins in an assessment 

of the link between employment and 

growth， This link is seen as likely to 

grow weaker for structural reasons， 

despite economic policies intended to 

stimulate growth as well as employment. 

ii/ A minimum level of coverage and 

provlslon is being (more or less 

explicitly) defined， Above that level， the 

private sector (for-profit insurance 

companies and/or private providers) may 

Intervene. 

Up to now， Japan seems not to be 

involved in this privatization process， at 

least as far as health insurance is 

concerned:可heextent of supplemental 

private health insurance policies in 

J apan is very limited covering only 

peripheral services of limited scope" (A. 

Yoshikawa， 1996， p.4). In many 

countries， however， the premiums paid 

for private insurance policies have risen 

at a rate in excess of 5% per annum. 

The effectiveness of this measure is 

based on the notion that patterns of 

behavior giving rise to勺noralhazard" 

can be reversed. The hypothesis， 

implicit or otherwise， is that if the 

insurance principle replaces the 

solidarity principle， agents will have an 

incentive， ceteris paribus， to make less 

use of the health care services. 
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iii/ Attempts are being made to improve 

hea1th providers' awareness of their 

economic and financia1 responsibility 

either by means of incentives， constraints 

or training. In many European countries， 

contracting is seen as a good means of 

achieving this objective (WHO， 1996). 

Incentive and contract theory come 

together here to suggest that， in view of 

the asymmetry of information between 

physicians and patients， the signing of a 

forma1 contract is the best way of seeking 

to reach the optimum economic outcome. 

Moreover， encouraging physicians to 

conform to scientifically 1egitimated 

standards is not incompatib1e with the 

current evo1ution of medicine， which is 

becoming increasing1y techno10gical. 

*** 

Viewed from this broad perspective， it 

wou1d seem that the same too1s are 

being used everywhere， each one fitting 

more or 1ess within a theoretica1 

framework. 

U sing the two historica1 we1fare mode1s 

as referents， and adopting a dynamic 

perspective， there does seem to be some 

degree of convergence in hea1th po1icy. 

At first sight， for the 1ast decade or so， 

the prevailing trend everyw here in 

Europe has been towards the 

deve10pment of a new mode1 that is not a 

mix of the two pre-existing ones but 

rather 100ks1ike a post-Beveridge model. 

This mode1 has three main features. 

First， the pub1ic part of the health 

insurance is still dominant but there is a 

strong tendency to shift the burden from 

wages contribution to taxes. Second， 

according to the traditiona1 Beveridge 

mode1， there is a policy will to maintain 

or to reach the universa1 coverage goal. 

The importance of the third feature is 

rather new， as it concerns the constant 

rise of private markets mechanisms 

either on the supp1y or on the demand 

side (Johnson， 1995). 

However， despite the fact that those 

features are seen a1most everywhere in 

Europe， no one policy too1 has the same 

effect in different countries. That is the 

reason why the current paradigm of the 

health care systems might better be 

called; nationally defined post-Beveridge 

model. 

The imp1ementation of two "Managed 

Care" items， gives good examp1es of this 

societa1 contextua1ization: 

The g"atekeeuer mechanism is often 

describe as one of the best ways to 

reduce the number of inappropriate 

visits. However， it wou1d not be as 

efficient in France (where many so-called 

genera1 practitioners in fact behave like 

specialists， se1ecting patients， using a 



single technique etc.) as in Japan (where 

most doctors are general physicians). 

Like many instruments of health policy， 

restrictions on patient choice are， 

paradoxically， less efficient in professional 

contexts where they are needed and less 

necessary in professional contexts where 

they would be efficient. 

It is also clear that the efficiency of the 

f'ee schedul~ mechanism depends on the 

way it is used. OECD experts point out 

that， because of a discrepancy between 

price and cost "doctors may promote 

procedures where price offered relative to 

costs is the highest， leading to 

misallocation of resources" (OECD， 1996). 

While agreeing with the first part of the 

sentence， it is quite possible to disagree 

with the second. Firstly， costs are often 

the results of previous resource 

misallocation. Secondly， to shift physician 

behavior from one practice to another 

might improve efficiency in terms of 

public health as well as from an economic 

point of view. U1timately， the most 

important question is not how strong the 

link is between cost and prices. The 

strategic issue， which is both an economic 

and a sociological one， is todecide which 

of the leading actors and institutions are 

to be involved in the up-dating and fine-

tuning of the fee schedule. Largely 

because there is no consensus on the 

question， the French fee schedule has 
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remained more or less unchanged for 

years! 

In J apan， on the other hand， the fee 

schedule is considered as a powerful tool 

for regulating the price and quality of 

physician outpatient and inpatient 

practices (N. Ikegami and J. Campbell， 

1995). It is so because the management 

of the fees is included in a large 

institutional game. 

Those examples show that focusing on 

context and on the. interactions between 

actors， as well as on the overall 

coherence of any given policy in 

theoretical terms， is a precondition not 

only of academic research but also of 

effective reform. "Propositions in 

political economy find empirical support 

or refutation in the observable behavior 

of individuals in their capacities as 

collective decision開 makers"(Buchanan， 

1987， quoted in A.Culyer and R. Evans， 

1996). As shown in Part II below， the 

difficu1ties being encountered in the 

implementation of health care reform in 

the UK and France confirm the 

relevance of such an a pproach. 

111 British and French health care 
reforms: the WiIl and the way. 

It may well be argue that health care 

reforms cannot be analyzed without 

taking into account at least the 
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regulation of the entire welfare system， 

if not the organization of society as a 

whole. 

However， it seems relevant for comparative 

purposes to isolate health care. Tackling 

the whole welfare system would have led to 

a superficial analysis. Since one of the 

aims of this article is to demonstrate that 

economic theory and analysis must be 

grounded on actual and precise facts rather 

than on a broad perspective， this limitation 

of scope is also a methodological choice. 

When launched， the UK and French 

reforms had the same goal: to contain 

costs while maintaining quality. 

However， the two countries took very 

different routes. 

Because the British NHS was firmly 

rooted in a Beveridge model and because 

of an assumed historical tendency 

towards individualism (B. Abel-Smith， 

1992)， the key notion in the U K reform 

was to increase overall efficiency by 

introducing greater competition among 

providers. 

Because the French system is based on 

the Bismarckian model， it was 

dominated by health professionals. This 

characteristic， w hich is common 

throughout Europe， is combined in 

France with an historical tendency 

towards the centralization of decision-

making generally described as 

"Jacobinism". This combination explains 

why the key notion in the French reform 

was to strengthen the power of the State 

while increasing economic awareness 

among physicians. 

The means used to achieve these 

objectives is the subject of the next two 

sections. A third section will attempt to 

assess the effectiveness of the current 

reforms. 

11.11 UK : competition as panacea. 

Before the end of the 1980s， the British 

NHS was highly centralized and cost 

levels were rather low compared to other 

developed countries. At the same timeヲ

however， the quality of care was fairly 

poor and waiting lists were of major 

concern to patients and doctors. To 

avoid this， a black market amounting to 

privatization by stealth had slowly 

established itself and was forcing the 

whole NHS away from its founding 

principles. 

In 1989， the Conservative government 

put forward proposals for the 

introduction of an "internal market" into 

the NHS. The one hundred or so 

District Health Authorities (DHAs) 

would be responsible for running this 

new market on a bid and contract basis. 

The Conservative government sought to 

attain its entrepreneurial objective by 

mean of three major changes 7) : 



i/ DHAs were no 10nger to be the sole 

providers of service on a geographica1 

and community basis. Rather， they were 

to be transformed into "purchasing 

agents". As described in the 1989 white 

paper "日Torkingfor Patients": "each 

DHA's duty will be to buy the best 

services it can from its own hospita1s， 

from other authorities' hospita1， from 

se1f司 governinghospita1s and from the 

private sector". To achieve this objective， 

a fixed amount of money was to be given 

annually to each DHA， according to the 

age and morta1ity structure of the 

popu1ation for which it was responsib1e. 

ii/ Hospita1s were to become independent 

Trusts. Each independent acute 

institution was expected to obtain 

patients by selling its services to various 

DHAs. They wou1d be entit1ed to 

contract with their staff and have 

comp1ete decision-making autonomy in 

respect of capita1 expenditure. They 

were a1so to be allowed to seek private 

funding in order to build new units or to 

extend their activities. However， a 

minimum 1eve1 of regu1ation was to be 

maintained (such as the provision of 

accident and emergency units and 

services) as the conditions under which a 

hospita1 was allowed to enter the now 

otherwise deregu1ated market. 

iii/ Re1ationships between genera1 

practitioners (GPs)， hospita1 and other 
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second開 lineservices were to change 

dramatically. Group GP practices with 

more than 9000 registered patients were 

to be allowed to act as agents for their 

patients (other patients remained the 

responsibility of the re1evant DHA). 

When the reform was introduced， about 9 

% of GP practices， covering about 25% of 

the British popu1ation， were eligib1e to be 

fund-ho1ders. The government's intention 

was to encourage GPs to negotiate fixed司

price contracts for each specia1ty and 

diagnosis， referring patients to whichever 

publicly operated， not-for-profit or for-

profit hospita1 offered the "best dea1" in 

each case. 

C1early， these three major changes were 

intended to "transform the centrally 

p1anned health system into the most 

thorough1y mixed market in Northern 

Europe. Genera1 managers in the pub1ic 

sector at hospita1， DHA and GP 1eve1 are 

encouraged to adopt manageria1 

techniques associated with private 

business. As patients wou1d have greater 

opportunities to change their genera1 

practitioner， they wou1d find themse1ves 

obliged to obtain ambu1atory and inpatient 

care in accordance with contracts 

negotiated by the DHA or the GP fund-

ho1ders .. from the perspective of the White 

Paper proponents， the reform wou1d enab1e 

the pub1ic system to adopt the flexibi1ity 

and the efficiency of the private sector" (R. 

Sa1tman and C. Von Otter， 1992). 
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Despite the growing opposition of labor 

unions (fearing for privatization) and the 

medical associations (afraid of the new 

power given to managers)， the reform was 

scheduled to be implemented by April 

1991. 

From a theoretical point of view， it has 

often been noted that the whole reform is 

grounded on Adam Smith's liberal， neo-

classical notion of the "invisible hand". 

Indeed， the whole reform is inspired by the 

classic definition of the market as being 

atomistic and fragmented. Furthermore， it 

is assumed that competition is the best 

way to achieve efficient resource allocation. 

However， the British reform does not 

endorse the main assumptions of 

customer sovereignty and rational 

choice. The economic theory best suited 

to describing the British NHS revolution 

is agency theory. In effect， the patient's 

/ principal's only choice is between a GP 

fund-holder or a DHA. He/she 

"delegates" his/her decision-making 

power to his/her physician/agent. Mter 

that， the choice is either to comply with 

a bid he/she did not have to sign (and 

which is free of charge to the patient) or 

to pay for private care. 

Far from being a market in which the 

"money follows the patient"， as is often 

noted (H. Oxley and M. Mc Farlan， 1995， 

p. 35)， the competition introduced into 

the British system forced the patient to 

follow the money. 

It has to be noted here that this 

theoretical issue is also a political， social 

and ethical one. Since agency theory 

rather than neo-classical theory provides 

the intellectual foundation for the 

reform， it is less necessary to increase 

either patient autonomy or his/her 

information level. As a result， financial 

incentives have to be designed in such a 

way as to influence physician (and other 

provider) behavior rather than that of 

patients. 

11.21 France: normalizing practices. 

The French health care system is one of 

the most costly in the world and its 

performance not as good as it used to be 

relative to other OECD countries. Even 

with the reform of the hospital financing 

system in 1983， which involved a shift 

(in public hospitals only) from a per 

perdiem to a global budgeting system， 

the cost of hospital treatment continued 

regularly to exceed the maximum 

amount decided at national level. The 

main reason is not so much increasing 

needs for medical treatment but rather 

the fact that local hospital doctors， 

managers and even city mayors (who 

head their local hospital board) have all 

tended to encourage greater 

expenditure. When the first phase of 

structural reform was decided on， the 

number of hospital beds to be eliminated 



was put at 15%. 

The whole system of ambulatory care 

also seemed to be out of control. 

Clinicians had virtually unrestricted 

decision-making powers and the 

regulatory instruments that existed 

were unable to control either the level of 

supply or its hugely unequal 

geographical distribution. Provision in 

areas such as south-eastern France and 

Paris was excessive and growing， while 

medical facilities in some rural areas 

were inadequate. 

Reform of ambulatory care began in 

1991; in that year， the medical unions 

and associations signed an agreement 

with the government and the health 

insurance administration that aimed to 

control costs while maintaining quality 

of care. It consists of a list of several 

practices ("References Me dicales 

Opposables") to be avoided in outpatient 

and inpatient care. The rationale for 

avoidance might be either a rough 

cost/benefit assessment or the danger of 

the practice. A rigorous monitoring 

system was put in place by the medical 

profession itself at regional and national 

level in order to ensure control physician 

compliance with these guidelines. 

Physicians prescribing or performing 

these "forbidden practices" would be 

liable to pay a fine calculated in 

accordance with the frequency， extent 

and cost of the practices. 
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Some months after this agreement， the 

health insurance administration issued a 

"health record booklet" ("carnet de sante ") 

to be filled in by patients and physicians at 

the end of each contact ; the aim was to 

avoid duplicating laboratory analyses or 

X-rayexaminations as well as discrepancies 

m prescriptions over time. 

The reform of hospital care started in 

the 1980s with the introduction of a new 

information and financial system. The 

new information system， named PMSI 

and very similar to the American DGR 

system， is intended to make hospital 

budgets and resource allocation 

dependent in part at least on case mix 

rather than on a fixed global budget. 

In 1991， the internal management of 

hospitals was also reformed. Firstly， 

each hospital was required to draw up a 

five-year action program that took 

account of the wishes of medical and 

other staff and of likely budgetary 

restrictions. Secondly， not the least of 

the new measures introduced in the 

wake of the nurses' strikes and general 

social unrest of 1988 and 1989 was the 

recognition of nurses' decision-making 

power within hospital departments. 

The structural reform was actually 

implemented in April 1996. It relies on 

powerful national and regional institutions. 



22 医療経済研究 vo1.5 1998 

Of these， the most important are the 

Regional Hospitalization Agencies. 

Directors of these agencies are appointed by 

central government but their sphere of 

responsibility is limited to one of the 24 

geographical and administrative regions 

(each of which has an average of 2.3 million 

inhabitants). Their function is to coordinate 

the development of public and private 

health care. 

The main instrument at their disposal is a 

contractual arrane:ement between the 

agencies and each individual hospital， 

concluded in each instance for a five-year 

period. The contract covers operating 

expenses as well as medical projects 

(including the conversion of wards 企omone

specialty to another， the introduction of 

new services， mergers， et旬C仁.ふ However，if 

the bargaining procedure fails， the agencies 

may reject individual projects. They may 

also refuse加 deliverthe total budget they 

are entitled句 distributeto hospitals in the 

region in accordance with nationally 

defined capping limits. They may also 

force hospitals to merge or to cooperate in 

order to reduce costs through economies of 

scale and the sharing of resources. A 

government decree promulgated in April 

1997 gives the agencies the right to close 

beds if their occupancy rate falls below 60% 

for three consecutive years (Ph. Mosse ， 

199η. 

The establishment of the regional 

agencies was accompanied by the 

creation of two national ones. 

The first of these is responsible for 

defining the public health objectives to 

be achieved by the health system as a 

whole. These priorities may vary from 

one region to another in accordance with 

the judgments of national and regional 

experts. 

The second， even more important 

agency， named ANAES， brings together 

medical experts and representatives of 

the Ministry of Health. One of its 

functions is to establish quality criteria 

and to manage the accreditation process 

(a sort of quality assurance certification 

scheme for French hospitals). 

Contracting， standardization and cost 

reduction are the key points of the 

French reform. Contrary to the British 

experiment， however， the main actors 

are central or regional government 

agencies. Instead of decentralized 

competition， greater powers have been 

given to the Ministry of Health and to 

specialist agencies. 

It is now some time since both countries 

embarked on reform of their health care 

systems， and it is possible to assess not 

only the gap between the stated goals 

and the actual results but also the 

implementation process itself. 



11.31 The revenge of actors and 

institutions 

In both countries， the reforms seem， if 

not at a standstill， then at least in need 

of a new lease of life. In both cases， 

these difficulties can be interpreted as 

the revenge exacted by actors and 

institutions for policies that focused on 

economic agents and the incentives to 

which they might respond 8) • 

In Britain， despite the "strong political 

will" once cited as a fundamental 

condition of a successful health policy 

(WHO， 1996)， many examples can be 

given of the failure of the reform. 

In brief， those elements that have 

worked are not competition-oriented， 

while those elements that are 

competition司 or色ntedhave not worked. 

iJ The private funding of hospitals under the 

Private Finance lnitiative， which was seen 

as a good way of improving competition， is 

stuck at the planning stage. About 25 

schemes have been approved by the 

Treasury， but because of so-called 

"bureaucratic delays" construction has yet to 

begin. Hospital trusts are cutting back on 

beds in order to attract private finance， and 

there is a fear that waiting lists will grow 

longer. In the spring of 1997， "1.1 million 

people were waiting for surgery .. an all-time 

re∞，rd"ぐTheEconomist， May 5 1997). 
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ii/ At the beginning of the reform， D HAs 

and hospital trusts were allowed to sign 

either "block contracts" (BCs: purchasers 

pay a lump sum for a wide range of 

services) or "cost per case contracts" 

(CCCs: hospital agrees to provide a 

range of specified treatments with set 

prices per case or service). Given the 

aim of introducing competition into the 

system， the expectation was that the 

number of cost per case contracts would 

rapidly exceed the number of block 

contract. However， a study conducted in 

1994 / 1995， showed that， on the 

contrary， 70% of contracts are block 

contracts or similar and that only 1% 

are pure CCCs (J. Raftery et al.， 1996). 

This failure was， in a way， predictable. 

Firstly， the British Medical Association 

was opposed to the reform. Since 

collection of the data required to assess 

cost and quality relies on doctors' 

willingness to cooperate， it was difficult 

for hospitals and DHA managers to make 

a rational and informed choice. Secondly， 

transaction costs are even higher in the 

health care industry than in other sectors 

(0. Williamson， 1979). As a result， a sort 

of hybrid arrangement， somewhere 

between market and hierarchy， is more 

likely to be effective than a pure or a 

quasi-market econom匹 Furthermore，the 

patient/doctor relationship (whether or 

not it involves principal/agent incentives) 
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needs to be rooted in time， trust， 

confidence and mutual learning. All of 

these characteristics are almost the polar 

opposites of the flexibility and self-interest 

required in the competitive market. 

In France， the main problems stem from 

the lack of consideration given to the 

implementation of reform and to the 

dynamic on which the whole health care 

system had previously been based (Ph. 

Mossム1998).

A massive wave of strikes and 

demonstrations against the reforms， 

involving most trade unions as well as 

medical associations and ordinary citizens， 

took place in December 1995. Even if most 

French people were in favor of structural 

change， the institutional actors wanted to 

play a decisive role in its implementation. 

Their involvement was particularly 

intensive during the "preparatory" 

phases， when the reform plan was being 

decided. However， the implementation 

phase was seen as a largely technical 

matter. As a result， the changes， which 

were regarded as "minor"， were decided 

by the French government alone. The 

unions， however， saw them as important， 

not because the changes were of such 

great significance in themselves but 

because they were not involved in the 

decision-making process. 

The aim of the reforms was to control 

costs administratively while maintaining 

quality， but few incentives were put in 

place， and the negotiating process is a 

weak one. As a result， most recent 

decisions are perceived as constraints 

and "punishments" instead of incentives 

to contain costs. This applies to the 

1.5% upper limit for the increase in 

health care expenditures for 1997 

decided on by the French government. 

In a rather self-contradictory statement， 

this threshold was seen， at the same 

time and by the same persons， as 

"unrealistic" and "an unacceptable move 

towards health care rationing". 

For the same reasons， some element of 

the reform have now either been 

abandoned or have proved ineffectual. 

For instance， the health record booklet 

was posted to several million French 

households， but it is used neither by 

patients nor by doctors. Another 

example is the prescription of medicines. 

The Ministry of Health requests 

physicians to prescribe generic drugs 

rather than 

branded medicines wherever possible， 

but has introduced few (if any) financial 

incentives to encourage them to do so. 

As a result， this "measure" has had 

virtually no effect on the very high level 

of consumption of prescribed medicines 

in France9
) • 

More generally， little attention has been 



paid to the main under1ying dynamic in 

the French health care system， w hich is 

a mix of specia1ization and monopolistic 

competition. 

In hospita1s， for instance， the new and 

very much needed information system is 

now operated main1y by a new category 

of medica1 staff in specialist medica1 

information departments. As a resu1t， 

economic awareness and cost efficiency 

concerns are being monopo1ized by a 

minority of actors instead of being 

spread among all categories of medica1 

and paramedica1 staff. 

In ambu1atory services， the dynamic of 

specia1ization runs even more strong1y 

counter to the reform. At the moment， 

and for some months to come at 1east， 

GP associations are invo1ved in setting 

up the new French managed care 

system; organizations representing 

specia1ists， on the other hand， have 

withdrawn from all invo1vement in 

shaping the reforms， comp1aining that 

they were not regarded as key actors 

during the imp1ementation process. 

In hospita1s， the gap between the rhetoric 

(greater autonomy for individua1 hospita1s) 

and the new organizationa1 structures 

(which give more power to regiona1 and 

governmenta1 agencies) has 1ed to 

opportunistic behavior， 10ca1 alliances and a 

search for extra resources. Today， it is 
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those hospita1s ab1e to attract private 

money from the pharmaceutica1 industry， 

donations， rea1 estate， etc. that are in a 

strong position. Since the abi1ity to attract 

such funds is uneven1y distributed， the 

reform has 1ed to greater inequalities than 

before， not in terms of number of beds， 

which is no 10nger a significant indicator， 

but in terms of flexib1e resources. 

Conclusion 

As hea1th care reform is now a po1itically 

sensitive issue in Japan， it shou1d not be 

forgotten that the British and French 

governments of John Major and A1ain 

Juppe were both defeated during the 

spring of 1997 in part， at 1east， because 

of their we1fare po1icies. One the face of 

it， a willingness to imp1ement structura1 

reforms in the hea1th care system seems 

to be the best way， for a government to 

10se an e1ection ! 

However， the issues invo1ved a1so have 

theoretica1 imp1ications from an 

economic and socia1 po1icy perspective. 

If one 100ks at the French and British 

experiences from a J apanese point of 

view， two main features appear. The first 

one refers to the egalitarian phi1osophy 

and dea1s with what can be seen as an 

ethica1 or a societa1 issue. The second 

one refers to the type of the invo1ved 

rationality， as such it is re1ated to 

po1itica1 economy as applied to Hea1th 
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Economics. 

-Reforming heal↑h care as an 
ethical dilemma: 

Some of the changes the J apanese 

hea1th care faces today seem to be close 

to the ones European countries are 

imp1emented. But in Europe those 

changes are included in the 1arger move 

towards the post-Beveridge mode1 that， 

among other consequences， widens 

inequa1ities among citizens. In such a 

move， ega1itarianism， the explicit 

phi1osophy on which the Japanese 

health care is grounded， wou1d be in 

jeopardy. 

Therefore， and despite the fact that the 

Japanese system is"rather ega1itarian"(R. 

Niki， 1996)， the first step of a structura1 

reform wou1d be to identify existing 

inequa1ities. The second step wou1d be to 

decide to what extent some inequalities 

are affordab1e from a socia1 as well as 

from a financia1 point of view. The difficu1t 

part of such a strategy is not on1y to point 

out， ex ante， the"losers"and the"winners"， 

but a1so to continuous1y assess the policy 

outcome in term of Public Health. In 

France， as 1ow-medium class househo1ds 

are not a1ways ab1e to buy a private 

comp1ementary insurance， they can be 

seen， rough1y speaking， as the actua1 

1osers. In other countries the choice has 

been made not to perform 1ess efficient 

therapies (using， for instance QALY's) ; in 

this strategy， oldest patients are 1ess 1ike1y 

to be the winner group. 

Indeed， this kind of choices are tough， 

especially in societa1 context where 

denying the existence of socia1 

differences is， in itself， a part of the 

socia1 cohesion. However they have to be 

explicit， at 1east to some extent 

otherwise invisib1e actors (e.g. 1obbies) 

might actually decide. 

-Reforming health care as 0 policy 
Issue: 

From an Hea1th Economics perspective， 

the key point seems to be the very 

definition of rationa1ity and efficiency. 

According to textbooks of po1itica1 economy， 

being efficient and acting rationally 

invo1ves reducing the gap between a 

desired economic objective and the actua1 

situation. In consequence， the po1icy to be 

imp1emented has to be based either on 

financia1 incentives or on State regu1ation. 

Since a goa1 can be clear1y identified (cost 

containment， reduction of public budget 

deficit， cost-effectiveness， etcよanexerClse 

in mode1ing using the sing1e dependent 

variab1e methodo1ogy can be carried out， 

with the fina1 assessment being based on 

ex post and ex ante measurement. 

In fact， this somewhat mechanistic 

approach cannot be app1ied effective1y to 

health care policy. The definition of a 



policy target is， simultaneously， a major 

policy issue， the outcome of social and 

economic conflicts and the product of an 

often concealed struggle. It has been 

demonstrated that， even in private firms， 

interest and efficiency goals di宜erfrom one 

agent to another (M. Aoki， 1990). This 

applies a fortiori to health care (K. Arrow， 

1963). Rather than selecting an a priori 

target and then deciding on a time 

schedule for achieving it， it is the task of 

public policy to create and manage the 

socio-economic conditions for the successful 

implementation of a continuous and 

collective process. While the五rstapproach 

relies on the substantive rationality 

hypothesis， the second takes account of the 

fact that individual and collective 

rationality are more likely to be procedural 

(H. Simon， 1976). 

One may say that "bargaining" is one 

pillar of the Japanese society. Indeed， 
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many institutions are performing and 

actually rule the J apanese health care 

system for decades. However， the 

financial and economic cnSlS changes 

the context within which the"search for 

consensus"takes place. This context 

being given， the French and the British 

experiments strongly suggest that 

implementation is the major dimension 

of a reform process. It is a strategic 

field in which the interaction among 

actors and the ways in which they 

anticipate change may have a decisive 

effect on the failure or success of the 

reform project. 

In conclusion， it can be said that the 

current difficu1ties besetting the reform 

of European health care systems should 

be considered as an opportunity to 

improve matters elsewhere or in the 

future. From this optimistic perspective， 

three main lessons might be drawn: 

Appendix 1 

British and French reforms:the will and the way. 

Historical model: 
Former leadership: 
Diagnosis: 
Target 1: 
Target 2: 
Target 3: 
Theory: 
Means: 
Main Lack: 
Main Failure: 

u. K. 

Beveridge 
Central Administration 
Insufficient supply 
Waiting lists 
Quality 
Efficiency 
Agency 
Competition 
Information 
Transaction Cost 

France 

Bismarckian 
Physicians 
Excessive supply 
Cost 
Equality 
Quality 
Integration 
Certification 
Actors' involvement 
Implementation 
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i/ Reforms should not be regarded either 

as "top-down" or "bottom-up" but rather 

as an opportunity for an iterative 

decision-making process involving all the 

relevant actors . 

ii/ negotiation and economic incentives 

should be seen as complementary ways 

of creating the conditions for such an 

iterative process actually to occur. 

iii/ implementation and assessment 

techniques have to take into account not 

only the extent to which a pre-

determined goal has been achieved but 

also the extent to which the actors are 

involved in a continuous process of 

change. 

As N. Brunsson (quoted by D. Hughes， L. 

Griffiths and J. Mc Hale， 1997) argued， 

"organizational reform is usually 

portrayed as radical， once and for all 

change， it can be better seen as a 

repetitive activity that is easy to start 

but difficult to finish". 
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FOOTNOTES 

1) A European Commission proposal， 

published in 1992，explicitly initiated a 

trend towards convergence within welfare 

systems. It was presented not so much as 

a condition of progress towards monetary 

union but as a way of improving living 

standards in European countries (specially 

the southern ones). 

2) It has to be noticed that the first 

indicator (% of GDP) places Japan in 

around 20th position among the OECD 

countries， while the second (absolute 

expenditure) puts Japan in about 8th 

place. 

3) Some authors argue that President 

Clinton's own mistakes allowed "private 

interests" to obstruct an excessively 

bureaucratic and sophisticated reform (L. 

Hill and R. Mc Comb， 1996). 

4) W. Beveridge (1879・ 1963)was a 

British economist willing to add new roles 

to the traditional ones the State used to 

play (defence， justice， etc.) according to 

conventional economic theory. The 

Beveridge report that laid the basis for the 

British NHS was published in 1942. O. 

Bismarck (1815 -1898) was a German 

statesman， prime minister of Prussia， who 

implemented the first social insurance 

system in Europe. Both were guided in 

their choices and ideologies by historical 

events: industrial revolution in 19th 

century Prussia and the disasters of World 

War Two， respectively. 

5) This mobility can be compared with the 

construction of wages and of status 

differentiation within Japanese 

manufacturing firms (H. Nohara， 1997). 

6) The term "gatekeeper" is used to denote 

a tool for managing the referral process. It 

prevents patients from consulting a 

specialist before having seen a general 

practitioner. This is one of the key tools for 

managing care in the competition-oriented 

American HMOs， and also one of the major 

regulatory instruments in the planned 

British NHS. 

7) This paragraph is mainly based on R. 

Saltman and C.Von Otter， 1992 chapter 5. 

8) A table in the appendix summarises the 

situation in Great Britain and France in 

respect of health care reform. 

9) It is estimated that generics represent 

11% of pharmaceutical sales in Japan， 5% 

in France and 30% in the USA. 
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橋義歯(ブリッジ)および義歯の診療報酬評価の
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現在、厚生省は西暦2000年における診療報酬、薬価制度等の医療の抜本改正を検討しており、このうち歯科医療に関

しては主要な技術である歯科補綴等の新たな視点によるテクノ口ジーアセスメン卜が重要になる。

本稿は、我が、固における補綴技術に関するテクノ口ジーアセスメン卜の要点を探ることを目的として、 1993年厚生省

歯科疾患実態調査、社会医療診療行為別調査を用いて医療経済学的視点、から解析を試みたものである。

その結果、国民のブリッジ、義歯は装着後いず、れも長期間維持されてはおらず再製作に至る場合が多く、歯科医療費の

増大を招く要因になっていることが示唆された。

そこで今後の抜本的な歯科診療報酬改定に際しては、これまでの歯科保険医療評価の盲点になっている補綴物の長期維

持管理(長持ち)を重視した評価が重要との結論を得た。

キーワード:歯科医療費、補綴、ブリッジ、義歯、岐合

1.はじめに

現在，厚生省は平成12年における医療の抜本

改正の検討を開始しており、歯科固有の医療に

関しては21世紀を展望したテクノロジーアセス

メント、特に補綴物等の長期的維持管理を重視

した評価が着目されている。

ここで、欠損補綴関連の医療費は歯科医療費

全体の30%以上と歯科の主要な医療技術となっ

*1 東京歯科大学社会歯科学研究室

*2 東京歯科大学歯科補綴学第三講座

*3 日本大学歯学部歯科補綴学第三講座

*4 東京医科歯科大学歯学部予防歯科学講座

*5 厚生省保険局

*6 厚生省保険局医療課

*7 厚生省保険局医療課医療指導監杢室

*8 厚生省健康政策局歯科保健課

*9 厚生省健康政策局歯科保健課

ており、抜本改正において主要なテーマになる

と考えられる。本研究は、平成 6-8年度財団

法人医療経済研究機構に研究班が設けられ、研

究報告1) (日本歯科医師会との共同研究)された

ものの一部であり、我が固における補綴に関す

るテクノロジーアセスメントの要点を探ること

を目的として、医療経済学的視点から解析を試

みたものである。

現行の歯科保険点数は補綴と保存の技術評価

を分離独立して扱っているが、補穀物の長期的

維持管理の視点からは言うまでもなく両者は密

接な関連がある。このため、欠損補緩物の長期

的維持管理を図ることは補綴物の具し悪しにと

どまらず、歯周疾患や根管治療等の周辺技術の

質の向上が不可欠の要素となると考えられる。
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そこで、補綴物の長期的維持管理による歯科医療

の質的向上のため、平成 5年厚生省歯科疾患実態

調査および社会医療診療行為別調査データを基に

分析し、診療報酬上の評価をどのような視点で改

善するのが適切かを提言するものである。

2関対象および方法

( 1 )歯科疾患実態調査からの解析

6年ごとの歯科疾患実態調査2)の歯牙情報は、

平成 5年から欠損部位の状態が可撤性義歯、橋

義歯、または放置のいずれかが数値情報として

区分可能なように改良された。そこで、平成 5

年厚生省歯科疾患実態調査のデータを総務庁の

承認を得て特別集計した。解析対象者の性別、

5歳階級別内訳を表 1に示す。解析対象者は、

永久歯欠損に対する橋義歯(以下、ブリッジ)、

可撤性義歯(以下、義歯)の発生頻度の観点か

ら15歳以上とした。

集計解析項目はそれぞれ性別、 5歳階級別に

①ブリッジについては、前歯部、臼歯部および

前歯部と臼歯部の混合別に1，000人当たりブリッ

ジ個数を算出した。

②義歯については、上下顎別に義歯未装着およ

び現行の歯科医療保険上の義歯歯数区分別(1-4

歯、 5・8歯、 9-11歯、 12・14歯の各部分床義歯およ

び総義歯)に義歯装着比率(以下、義歯装着率)

を算出した。その際、部分床義歯が複数個装着

されている場合と連結した 1つの義歯として装

着されている場合の区分は調査票原本に戻らな

いと不可能なため、本解析では、複数個の部分

床義歯も 1義歯として扱った。また、智歯は除

外して解析を行った。例えば、智歯が残存した

28歯義歯は総義歯として分類した。

表 1 平成5年歯科疾患実態調査特別集計客体数

年齢区分 15-19歳 20-24 25却 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80- 全年齢

男 250人 128 133 209 261 308 268 290 300 320 280 193 117 52 3，109 

女 238 172 268 370 437 453 438 442 436 415 357 273 173 102 4，574 

表2 日交合支持域(推定アイヒナー)分類の解析条件

1. Eichner分類

コード 5 唆合支持歯組数が大臼歯+小臼歯で、4組

コード 4; I皮合支持歯組数が大臼歯+小臼歯で3組

コード 3; I度合支持歯組数が大臼歯+小臼歯で2組

コード 2; I度合支持歯組数が大臼歯+小臼歯で l組

コ}ド 1; I皮合支持が前歯のみ

コードo; I皮合支持歯組数無し

2.推定Eichner分類

1)実際に岐合状態を診査したのではなく、

不正佼合がなく解剖学的に理想校合状態

と仮定して、歯式の情報から上下顎の歯

がl対2の唆合(下顎の l番は 1対1)

l対lの佼合いずれも佼合有りとした。

2)智歯は対象とせず。

3)ブリッジのポンティクは対象

4)義歯の人工歯部分は対象とせず

5)麟蝕はC3、C4は対象とせず
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③岐合については、上下顎の智歯を除く全歯牙

が 1歯対 2歯の対合関係(但し、下顎正中歯は

1歯対 1歯)にある理想的岐合状態にあると仮

定して岐合支持域分類をアイヒナー分類3)(以下、

推定アイヒナ一分類)を準用し、独自にプログ

ラムを開発して個人コードを決定した。アイヒ

ナ一分類のコード化および推定アイヒナ一分類

の要件を表2に示す。

( 2 )社会医療診療行為別調査からの解析

歯科疾患実態調査と同年度である平成 5年度

社会医療診療行為別調査4)を使用した。歯科疾

患実態調査と同様に解析対象者は15歳以上とし

た。なお、解析に用いた社会医療診療行為別調

査データは、病院併設歯科221施設、歯科診療所

642施設の平成 5年6月審査分の診療報酬明細書

(以下、レセプト)からの推計である。

集計解析項目は

① 5歳階級別の歯科点数、歯科件数を、平成 5

年人口推計 5) (表 3)に基づき、 15・19歳の値を

100として人口調整を行った歯科点数比、歯科件

数比を算出した。次に、補綴に関連する項目を

含んだレセプトから補続点数比、補綴件数比を

算出した。その際も、 15・19歳の歯科点数、歯科

件数を100として計算した。

医療費の 3要素 6)は受診率、 1件当たり日数、

および 1日当たり点数であるが、このうち受診

率については社会医療診療行為別調査データか

らは分母となる人口が判らないため算出するこ

とができない。しかし、各年齢区分の歯科件数

をそれぞれの推計人口で調整すれば相対的な比

較は可能となる。この人口調整した各年齢区分

の歯科件数と15-19歳の歯科件数との比である歯

科件数比(以下、受診率比)を受診率の代用と

して用いた。

② 5歳階級別に歯科の 1件当たり日数、 1日当

たり点数を算出した。次に、補綴に関連する項

目を含んだレセプトから補績の 1件当たり日数、

1日当たり点数を算出した。

( 3 )両調査からの解析

人口調整を行った歯科点数比と医療費の 3要

素(受診率比、および 1件当たり日数、 1日当

たり点数)との単相関係数を求めた。この際、

表3 日本人の年齢階級別人口(平成5年)

年齢 男女(人) 指数 年齢 男女(人) 指数

15-19歳 9，265，000 100 50・54歳 8，695，000 94 

20-24 9，836，000 106 55-59 7，952，000 86 

25圃29 8，466，000 91 60田64 7，228，000 78 

30-34 7，852，000 85 65-69 5，992，000 65 

35-39 7，995，000 86 70-74 4，230，000 46 

40-44 10，238，000 III 75-79 3，161，000 34 

45-49 9，497，000 103 80- 3，517，000 38 

総務庁統計局推計人口
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図1 性別，部位別ブリッジ‘装着数の5歳階級別分布
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医療費の 3要素と年齢階級との関係は受診率比

のみ年齢特性が明らかであり、分布型が 1峰性

単純凸型分布で65・69歳に頂点があり、受診率比

の上昇下降の変曲点となっている。そこで65・69

歳までと65-69歳からの 2つの層に区分し解析を

行った。さらに 2つの層ごとに人口調整を行っ

た受診率比と補綴(1，000人当たりブリッジ個数、

部分床義歯装着率、総義歯装着率)との単相関

係数を求めた。

3 .結果

( 1 )橋義歯(ブリッジ)の状況

図 1に日本人の性別、 5歳階級別、部位別

(前歯部、臼歯部、前歯臼歯混合、および顎全体)

の1，000人当たりブリッジ歯数の分布を示す。こ

こで、各グラフの縦軸は同ーの尺度間隔である。

前歯部については、男女とも60-64歳代を頂点

とした山形の分布を示し、 3歯ブリッジ(1歯

欠損)の頻度が最も高い。また、頻度は全体的

に男性の方が高い。

臼歯部については、男女とも35・39歳代を頂点

として50-54歳代に切れ込みのある山形の分布を

示した。分布には性差が認められ、 1，000人当た

りのブリッジ個数は女性が多い傾向を示した。

また、前歯部と同様 3歯ブリッジの頻度が高い

が、前歯部に比して臼歯部に占める 3歯ブリッ

ジの構成割合が圧倒的に高い。

前歯部と臼歯部の混合ブリッジについては、

男女で分布型が異なり女性の方が男性に比して

年齢が40・44歳代で約 2倍の頻度で立ち上がりが

早期であり、かつ各歯数のブリッジの頻度が多

い傾向を示した。

顎全体については女性の山形分布の尖度が強く

頻度が高い傾向が認められ、女性の 3歯ブリッジ

の頻度が高いことに起因することが示された。

図2 男女を一緒にした顎全体の5歳階級別ブリッジ装着数 圃 16歯Br

盟 14歯Br

瞳 13歯Br

瞳 12歯Br

ロ11歯Br

.10歯Br

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

9歯Br

B歯Br

7歯Br

6歯Br

5歯Br

4歯Br

3歯Br

2歯Br

o 15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79 
20・24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-
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図2に男女を一緒にした顎全体の 5歳階級別

1，000人当たりブリッジ個数の分布を示す。

25-29歳から30開 34歳で立ち上がりが急になっ

ており、 34・39歳から60・64歳までは、1，000人当

たりブリッジ個数は600から700の間に位置する

が、 60・64歳以降は減少している。1，000人当たり

ブリッジ個数は、顎全体と同様に 3歯ブリッジ

の頻度が高く、次いで、 4歯ブリッジの頻度が高

くなっている。

義歯装置率(%)
男上顎

100 

80 

60 

40 

20 

男下顎
義歯装着率(%)

100 

80 

60 

40 

20 

( 2 )義歯の状況

図3に日本人の性別、上下顎別、 5歳階級別

義歯装着率を示す。

男女とも、また上下顎とも類似した傾向を示

すが、男性は上顎、女性は下顎が総義歯となる

傾向が強いO

図4に図 3の4グラフを 1つに統合した 5歳

階級別義歯装着率を示す。

部分床義歯を装着する者は25・29歳から認めら

義歯装着率(%)
宜 上 顎
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〈義歯歯数〉
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図3 性別，上下顎別， 5歳階級別義歯装着率
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図4 全体の5歳階級別義歯装着率
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れ、総義歯を装着する者は30・34歳から認められ

た。義歯を装着しない者は年齢が増加するにつ

れ減少し、一方総義歯を装着する者は年齢とと

もに増加している。また、部分床義歯の欠損歯

数4区分ごとの頻度の年齢変化をみると近似し

ており、年齢が高くなっても頻度の増加が明ら

かでなく、 1・4歯から12-14歯までの部分床義歯群

の帯グラフの幅がそれぞれ大きくならない傾向

が示された。

( 3 )岐合支持域の状態

表 4に性別、 5歳階級別の岐合支持域分類

(推定アイヒナー分類)の分布を示す。

自分の歯同士では噛み合う状態にない、すなわ

ち校合支持域のない者(以下、岐合支持域なし)

は、男性では35・39歳で出現し始め、女性では25・

29歳で出現し始める。また、岐合支持域なしの割

合は性差が顕著で、例えば70・74歳時点で男性は

45.1%であるのに対し女性では60.1%である。自

表4 日本人の校合支持域(推定アイヒナー分類)の性別、 5歳階級別分布

Eichner 岐合 年齢 <男>

分 類 支持域 15.19歳 20.24 25.29 30-34 35-39 40-44 45-49 

5 4点支持 98.8 % 98.4 94.0 90.0 83.5 77.6 75.4 

4 3点支持 0.8 0.8 3.8 5.7 8.8 10.7 11.2 

3 2点支持 0.4 0.8 2.3 2.4 4.6 6.2 10.1 

2 1点支持 。。 。。 。。 1.0 1.9 3.2 1.1 

l 前歯のみ岐合 0.0 0.0 0.0 1.0 0.8 1.0 0.7 

。 。点支持 0.0 0.0 0.0 。。 0.4 1.3 1.5 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 89-

62.8 54.3 39.4 26.1 15.0 12.0 3.8 

18.3 14.3 17.5 8.2 9.8 2.6 5.8 

7.9 11.0 9.7 11.1 12.4 8.5 3.8 

3.4 5.0 8.4 8.9 9.3 9.4 7.7 

1.7 1.7 2.8 6.8 8.3 3.4 3.8 

5.9 13.7 22.2 38.9 45.1 64.1 75.0 

Eichner 成合 年齢 <女>

分 類 支持域 15-19歳 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

5 4点支持 98.3 % 97.1 96.3 91.9 85.6 79.2 67.4 

4 3点支持 1.3 1.2 2.6 3.8 8.7 11.3 15.5 

3 2点支持 0.4 1.7 0.7 2.4 3.4 5.1 8.7 

2 l点支持 0.0 0.0 0.0 1.1 1.6 2.6 4.6 

1 前歯のみ唆合 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 1.1 2.1 

。 。点支持 。。 。。 0.4 0.5 0.5 0.7 1.8 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 89-

54.1 49.5 32.8 19.3 13.6 3.5 2.9 

14.5 11.9 9.2 7.3 7.3 4.6 6.9 

12.9 11.9 11.3 10.4 9.2 6.4 2.0 

6.3 7.8 9.6 7.8 6.6 4.6 2.9 

2.0 3.4 6.3 6.7 3.3 4.6 4.9 

10.2 15.4 30.8 48.5 60.1 76.3 80.4 
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分の歯による岐合支持域の喪失は女性が男性より

早く進行することが示された。一方、 1-3点支

持者および前歯のみの岐合者の頻度は男女近似し

た傾向を示し、 45-49歳以降年齢が高くなっても

頻度は20%を越えない状態で推移していた。

図5に義歯装着者における岐合支持域数の 5

歳階級別分布を示す。

有床義歯装着者の65開 69歳で 6割がO点支持で

あり、図 5に示す全体での割合と比較して 1-

2割前後高くなることが示された。

図6に機能歯数と岐合支持域数の関連を示す。

機能歯数が20歯の場合、 3点支持者が31%、

4点支持者が20%であり、これらの総計が51%

と過半数を越える。これに 2点支持者を加える

と95%弱となることが示された。

( 4 )歯科医療費と歯科亙療費の 3要素

図7に人口調整を行った 5歳階級別、歯科点

数比および補綴点数比を示す。

歯科点数比および補綴点数比は、それぞれ65-

頻度%

100 

80 

40 

20 

O 

69歳、 70-74歳を頂点とする山形を示し、歯科点

数に比較して補綴点数の方が高年齢で、頂点を迎

えることが認められた。

図8に人口調整を行った 5歳階級別、受診率

比および補毅件数比を示す。

受診率比は65-69歳をピークとする山形を示

し、補緩件数比は70-74歳をピークとする山形を

示した。図 7と同様に、最高値は歯科件数より

補競件数の方が高齢であった。

図9に5歳階級別歯科、補綴に関する 1件当

たり日数を示す。

15歳以上の全年齢において、歯科の l件当た

り日数は2.7日/件であるのに対し、補綴に関す

る1件当たり日数は3.0日/件であった。年齢階

級別にみても、ほとんどの年齢で歯科よりも補

綴の 1件当たり日数の方が高い値を示した。歯

科および補綴に関する 1件当たり日数は、 15-19

歳から45・49歳までは、全年齢での補綴に関する

日数3.0日/件よりも低い値を示したが、 50-54歳

以上の多くは3.0日/件よりも高い値を示し、加

男+女

口 OJ点支持

前歯のみ校合

機 1点支持

2点支持

霊覇 3点支持

圃 4点支持

40-44歳 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-

年齢階級

図5 有床義歯装着者における校合支持域数(推定アイヒナ一分類)の 5歳階級別分布
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齢的に弱い上昇傾向が認められた。

図10に5歳階級別歯科、補綴を含む場合の 1

日当たり点数を示す。

全年齢で歯科全体の 1日当たり点数は573.6

点/日であり、補綴に関する 1日当たり点数は

833.9点/日であった。いずれの年齢階級におい

ても補綴に関する 1日当たり点数が歯科の 1日

当たり点数よりも高い値を示した。歯科の 1日

当たり点数は年齢の増加に従って、若干上昇す

る傾向が認められるが、補綴に関する 1日当た

り点数は逆の傾向を示し、年齢の増加に従い減

少する傾向が認められた。補綴に関する 1日当

たり点数は15-19歳から45-49歳まで全年齢階級

において補綴に関する 1日当たり点数833.9)点/

日より高い点数を示した。しかし、 50-54歳の点

数は830.3点であり、 50・54歳以上では75-79歳を

除いて833

( 5 )歯科医療費の 3要素と補綴との関係

表 5に65閉 69歳以下、 65・69歳以上および全体

構成比率(%)
100 

80 

60 

40 

20 

O 

の人口調整した歯科点数と医療費の 3要素(受

診率比、 1件当たり日数、 1日当たり点数)と

の相関を示す。

15-19歳から65-69歳では、人口調整した歯科点

数と受診率比との間で、 r= 0.99 (pく0.001)の

高い相闘が認められ、また 1件当たり日数との

間でも r= 0.84 (pく0.01)の高い相関が示された。

65-69歳から80歳以上では、人口調整をした歯

科点数と受診率比間でのみ r= 0.99 (pく0.01)の

極めて高い相関が認められた。

全体では人口調整歯科点数と受診率比との間

で r= 0.97 (pく0.001)と極めて高い相関が認め

られ、 1件当たり日数と r= 0.77 (pく0.01)の

相関が認められた。

表 6に65・69歳以下、 65-69歳以上の受診率比

と補綴(ブリッジ装着数、部分床義歯装着率、

総義歯装着率)との相関を示す。

15-19歳から65・69歳では、受診率比と部分床

義歯装着率の聞で r= 0.99 (P<O.OOl)、また総義

歯装着率と r= 0.90 (pく0.001)の高い相闘が認

.0点支持

園前歯のみ拍

車 盟 国 支 持

2点支持

3点支持

口 4点支持

注)機能歯数=健全
歯+処置歯+C1+
C2但し智歯を除
外

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 

機能歯数

図6 機能歯数と校合支持域数(推定アイヒナ一分類)との関係
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められた0

65開69歳から80歳以上では、受診率比とブリッ

ジ装着数の問で r= 0.97 (pく0.05)の相関が認

められ、また総義歯装着率の聞に r ー0.99の

強い負の相闘が認められた。

全体では、受診率比と部分床義歯装着率の聞

で r= 0.82 (p <0.001)の相聞が認められた。

4.考察

厚生省は21世紀を展望した平成12年における

医療の抜本改正の検討を開始しており、歯科固

有の医療に関しては特に補穀物等のテクノロジ

ーアセスメントが着目されている。このため、

抜本改正において歯科医療の主要テーマになる

と考えられる補綴物に対する診療報酬上の評価

を改善するための基礎資料を得ることを目的と

して、平成 5年厚生省歯科疾患実態調査のデー

タおよび平成 5年社会医療診療行為別調査から

特別集計解析した。

まずブリッジについては、本データは各年代

を追跡調査した世代コホートデータ

(generation cohort)ではないが、コホートデー

タと見なした解釈をするとブリッジの頻度分布

が60・64歳以降急激に減少するのは、喪失歯が増

加しブリッジの対象外の症例が多くなるためと

考えられる。加えて、 60-64歳以降の頻度の急減

は装着されたブリッジそのものが撤去され、図

4に示されるようにブリッジの減少のかわりに

義歯の増加が認められている。このことから、

ブリッジは高齢者になるまで長期間維持されて

いないことが示唆された。

次に義歯については、部分床義歯の欠損歯数

4区分ごとの頻度が55-59歳以降年齢が高くなっ

表5 医療費3要素と人口調整した歯科点数との関連

r;相関係数

層 115・19歳から65-69歳の聞の傾向
<N;年齢階級区分数 11>

受診率比 0.99 

1件当たり日数 0.84 
1日当たり点数 0.59 

層 265・69歳から80歳以上の問の傾向
<N;年齢階級区分数 4>

受診率比 0.99 
1件当たり日数 0.06 

1日当たり点数 -0.86 

全体(層 1+層 2)の傾向
<N;年齢階級区分数 14>

受診率比 0.97 
1件当たり日数 0.77 
1日当たり点数 0.44 

注)受診率比;15-19歳人口を1.0として人口調整した各年齢階級における歯科件数比率

(倍率)であり、受診率の代用として用いている。

p;有意確率

p<O.OOl 

p<O.Ol 

p<O.Ol 

p<O.OOl 

p<O.Ol 
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ても概ね同様な幅という現象は注目に値する。

この現象が起きる理由として部分床義歯の 4区

分それぞれに属する義歯数の増減が相殺し、い

わば動的平衡状態であるため見かけ上頻度が変

わらないと考えられる。例えば、ある年齢で1-4

歯義歯を装着しでも、欠損歯が次々に増えるた

め比較的早期に次の5-8歯義歯に作り換えなけれ

ばならなくなり、かっ同時に、義歯未装着者が

1・4歯義歯装着者として新たに加わることを示し

ている。結果として、年齢が高くなるにつれ義

歯未装着者が減り、逆に歯牙喪失の最終段階で

ある総義歯装着者が蓄積していくことになる。

これらの現象を診療行為を難易度評価する視点

からみた場合、同ーの欠損歯数の状態を長期に

渡って維持する、すなわち残存歯数を保持する

ことの難度が高いことを示唆している。このよ

うに義歯もブリッジと同様に長期間維持されて

いないことが示唆された。

岐合に関しても部分床義歯の頻度の加齢的な変

化が少ない現象と類似した傾向を示した。すなわ

ち、欠損歯が次々に増えるため比較的早期に次の

岐合支持域群に移ることと、結果として4点支持

群が減り、最終段階である岐合支持域なし群が蓄

積することを表している。有床義歯装着者の65歳

以上では 6~8 割が岐合支持域が O であるので、

この年代は総義歯もしくはそれに近い補綴処置が

されていることが推察される。このことから、岐

合支持域もまたブリッジ、義歯と同様に長期間維

持されていないことが示唆された。

高齢社会を迎えるにあたって豊かな老後を送

るためには歯の確保が不可欠であるとの認識の

もと、 80歳になっても自分の歯を20本以上保つ

ことを目標とした8020運動7)が厚生省や日本歯

科医師会を中心に展開されてドる。機能歯数と

岐合支持域の関係では、機能歯数が18~20歯以

上を境として 4点支持者が急激に増加すること

がわかる。このことから8020運動の岨鴫機能保

持の目安とされる20歯が存在している集団にお

いては、確率的にみて95%弱の人の校合支持域

が少なくとも 2点以上、 50%強の人が少なくと

も3点以上あること示している。また、 20歯を

境として前歯部のみの岐合支持者が出現するこ

とから20歯前後の機能する歯が存在することが

岨鴫機能保持の目安として根拠があることを示

している。逆に、 12，13歯あっても O点支持の場

合が20%弱存在しており、喪失歯12，13歯は補綴

処置によらなければ岨鴫が著しく困難になる境

目と考えられる。

社会医療診療行為別調査についても歯科疾患実

態調査と同様にコホートデータと見なした解釈を

した場合、人口調整を行った歯科点数比は65幽 69

歳でピークを示し、人口調整を行った受診率比も

65・69歳でピークを示した(図 7、図 8)。この歯

科点数比、受診率比は人口調整を行っているため、

高齢になり人口が減少しことによって65-69歳以

後の歯科点数比、受診率比が減少したのでないこ

とがわかる。この歯科点数比、受診率比が65・69

歳を境に減少するのは、喪失歯が増加したことが

原因となり補綴治療完了後は歯科治療が行われな

くなるためと考えられる。さらに、図 2に示され

るようにブリッジ装着数は60・64歳から急激に減

少しており、歯科の治療内容がブリッジから部分

床義歯、総義歯に移行すると歯科点数、歯科件数

が減少すると推察される。

歯科医療費の老若変化に医療費の 3要素がど

のように関係しているかを解析した結果、表4

に示すように、老若を問わず人口調整を行った

歯科件数、すなわち受診率比が歯科医療費と最

も強い正の相関があることが示された。また、

1日当たり点数では老若を問わず有意な相関関

係は認められなかった。

この受診率比と各種補綴物との関係は図11のよ
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うになる。受診率比と部分床義歯装着率は65・69

歳をピークとした山形を、ブリッジ装着数は45・

49歳と60・64歳をピークとするM字型を示し、総

義歯装着率は年齢が増加するに従って増加してい

た。また、 65・69歳以下では、部分床義歯、総義

歯装着率と受診率は正の相関を示し、装着率が上

がると受診率も増加した。 65・69歳以上ではブリ

ッジ装着数と受診率は正の相関を示し、ブリッジ

の装着数が減少すると受診率は減少したが、総義

歯装着率と受診率は負の相関を示し、総義歯装着

率が増加するにつれ受診率は減少した。全体の受

診率と補綴の相関をみると、相関の強さは部分床

義歯装着率、ブリッジ装着数、総義歯装着数の順

であった。全体での相関において、表6に示すご

とく、受診率は部分床義歯装着率とのみ有意な正

の相関を示し、このことは図11において、受診率

比と部分床義歯装着率の年次変化パターンが類似

性の高い凸型であることと符合している。受診率
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比と補綴物の種類別装着状況との関連において、

受診率比の年齢階級別の増減傾向と最も近似した

増減傾向を示す指標は部分床義歯装着率であるこ

とが示された。

部分床義歯の装着頻度は前述のように動的平衡

状態を示す(図 4)が、これは長期的維持管理す

ることが困難で、あり、新たに部分床義歯の症例と

なる者、喪失歯が増加するために次なる部分床義

歯の症例となる者が同時に存在するため、歯科受

診件数が増加すると推察される。また、ブリッジ

も同様に動的平衡状態にあるため(図 2)受診率

比と同様の関連があると考えられる。しかしなが

ら、総義歯では、いったん総義歯になってしまう

と次なる総義歯以上の治療がなく動的平衡状態に

なり得ず、受診率比が減少すると推察される。つ

まり、ブリッジが減少し、部分床義歯が減少する、

言い換えれば、総義歯が増加すると歯科受診率が

減少することが示唆された。
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図11 補綴種類別装着状況と受診率との関係
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歯科疾患が加齢的に蓄積するという特性を持

つことから喪失歯の加齢的増加傾向は不可避で

あり、また個人差が大きいものの、補綴物や岐

合状態の長期維持が歯周疾患治療や補綴治療等

に関する歯科医師の技術および患者のセルフケ

アーを助長する指導技術に依存する部分が大き

いことに着目する必要がある。そこで今後の抜

本改正において補綴物の長期的維持管理方策の

強化が行われた場合、ブリッジから部分床義歯

へ、また部分床義歯から総義歯へ移行すること

が効果的に抑制されることが期待される。この

ことが高齢者における受診率の上昇を招く可能

性は否めないが、むしろ国民の健康保持の視点

から望ましい医療改正になると考えられる。

5.おわりに

本研究から、国民のブリッジ、義歯、岐合支

持域はいずれも長期間維持されていないことが

示唆された。また、喪失歯が増加すると歯科医

療費に関連が強い受診率が減少することが示さ

れた。歯科医療の多くは外来中心であること等

から出来高払いを原則としているが、これまで

ブリッジ、義歯、および岐合支持域を長期間維

持管理することは歯科医療評価体系の盲点にな

っていたと考えられる。このため、先駆的には

平成 8年 4月点数改定から補綴物維持管理方式

が導入され、また平成 9年 4月点数改定からは

義歯を新製して 6ヶ月以内の有床義歯修理を減

額する等、長期的維持管理の視点が診療報酬体

系に試行的に組み込まれてきている。しかしな

がら全体的には未だに補綴物製作時点での技術

料、材料に重心をおいた診療報酬体系であり、

長持ちに評価の重心がない。このため症例の難

度が原因ではなくて診断技術、治療技術上の問

題で補綴物の再製作が繰り返される場合まで評

表6 補綴装着状況と受診率比の関連

r;相関係数

層 115-19歳から65・69歳の聞の傾向
<N;年齢階級区分数 11>

ブリッジ装着数 0.58 
部分床義歯装着率 0.99 

総義歯装着率 0.90 

層 265・69歳から80歳以上の聞の傾向
ブリッジ装着数 0.97 
部分床義歯装着率 0.94 

総義歯装若率 -0.99 

全体(層 1+層 2)の傾向
<N;年齢階級区分数 14>

ブリッジ装着数 0.52 
部分床義歯装着率 0.82 

総義歯装着率 0.24 

注)受診率比;15-19歳入口を1.0として人口調整した各年齢階級における歯科件数

比率(倍率)であり、受診率の代用として用いている。

p;有意確率

pく0.001

p<O.OOl 

pく0.05

pく0.05

p<O.OOl 
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価することになっているのが現状である。そこ

で、本研究結果に基づき現行の診療報酬体系の

再評価を行い、医療の抜本改正におけるテクノ

ロジーアセスメントの一環として、ブリッジ、

義歯の新たな技術評価に際しては、長期的維持

管理の視点をより強化した技術評価を行うこと

の必要性を提言するものである。
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evaluation on medical expenses in year 2000，such as a doctor's bill， a system of drug price and so 

on. 

It will be important in dental care to make technology assessment on prosthodontic treatment as 

main dental technique from a new point of view. 

We attempt to analyze dental care system from medical economic view using Survey of Dental 

Disease by MHW and Survey of National Medical Care Insurance Services in 1993 in order to find 

essence of technology assessment on prosthodontic treatment technique in J apan. 

As a result ，we fo田ldthat many fixed and removal dentures were frequently made again as both 

type of denture were not maintained long term. 

It is suggested that this fact causes the increment of national e)中ense.

Then， it thought that the evaluation much regarding long term maintenance and management， 
which have been a blind spot of evaluation on dental skill， becomes important when the health 

insurance system of fee is drastically reformed. 
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米国のDRGの妥当性に関する研究

川淵孝一*

本研究では、米国で使用されているHCFA-DRG、AP-DRG、APR-DRGという 3種類のDRGカfわが国の医療界に適用可
能かどうかその妥当性を検証した。その結果、統計的にみるとAPR-DRGの採用が最も好ましい診断群であるという結論
を得た。しかしながら、わが、固にAPR-DRGを本格的に導入するには、コーディングの正確性が必、須条件となるため、わ

が国で、固有のDRG(日本版DRG) を開発するというならば、 AP-DRGが、その堅実な出発点になりうると考える。実
際わか、国がAP-DRGから日本版DRGの開発を始めれば、 DRGをゼ口から作り出すと言う作業が不要となり、わが国とア

メリカの医療上の遠いに焦点を絞って診断群を検討することも可能となる。
しかしその場合でも、わが.国の急性期医療の病院には、米国と異なり、いわゆる「社会的入院」が存在しており、これ

をどう処理するかが問題になる。本研究では、一定の前提を置いて、各DRG別の相対係数を算出したが、これらが、わ
が国のすべての病院に確実に受け入れられるようなものにするには、より一層多くのデータを収集し、臨床医学の専門的
な意見を採り入れた研究カず求められる。

キーワード:DRG/PPS、HCFA-DRG、AP-DRG、APR-DRG、相対係数、ベースレート、調整係数、転院、移行政策

1.はじめに

わが国の医療界で「日本版DRG/PPS

(DIagnosIs Related Groups I ProspectIve 

Payment System =診断群別包括支払い方式)J

の導入が 1つの課題になっている。

そもそもDRGとは、国際疾病分類で 1万以上あ

る病名コードや処置・手術コードをマンパワー、

医薬品、診療材料などの医療資源の必要度という

観点から、統計上意味のある患者グループに整

理・分類したものである。つまり、 DRGそのも

のは、患者の分類方法であって、定額支払い方式

とは一切関係ないのである。 PPSという言葉が加

* 日本福祉大学経済学部教授
日医総研主席研究員

わって初めて、包括支払い方式となるのである O

したがって、 DRGを支払方式に使うかどうかは

政策的に決定すべきことで、包括支払い方式が

必ずしも唯一の選択肢ではないということであ

る。しかし、わが国では医療保険改革の 1つの

手段として、「日本版DRG/PPSJの導入の是非が

話題になっている。

それでは、 DRGに基づく包括支払い方式を日

本に適用することができるだろうか。この質問に

応えるためには①米国で開発されたDRGがわが

国の医療界において診断群分類として妥当かどう

か、②仮に、わが国で米国式のDRG/PPSを導入

した場合に、わが国の医療界にどんな影響を及ぼ

すかを、検証する必要がある。

そこで、本稿では97年度に(財)医療経済研

究機構が行った「米国における疾病分類の妥当
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性に関する研究(主任研究者=}I[湖孝一)Jで得

た知見を紹介する。

2.使用されたDRG

本研究では HCFA・DRG(Health Care 

Financing Administration-DRG)、AP-DRG(All 

Patient-DRG) 、 APR-DRG( All Patient 

Refinement-DRG) といった 3種類の既存のDRG

の妥当性を検証した(表 1参照)。ここでHCFA-

DRGとは、米国の厚生省にあたるHCFA(医療財

政庁)がメデイケア入院患者の支払方式に採用し

ている疾病分類である。当初、 HCFA田DRGは、

主に高齢者を対象に使用されたが、最近になって、

HIV患者や多発性外傷の分類も加えられた。

HCFA-DRG14版には492のグループがあり、支払

方式のみならず病院マネジメントにも利用されて

いる。

これに対してAP-DRGとは、 1987年にニューヨ

ーク州で開発されたDRGで、メデイケア患者以

外のすべての患者 (AllPatient)を対象とする疾

病分類である。当時ニューヨーク州では、

HCFA-DRGを非メデイケア患者に適用すること

が可能かどうかが検討されたが、 HCFA・DRGは

主に高齢者を対象とする分類で、非メデイケア患

者には適用できないという結論に達した。そこで

同州の保健局は全患者を対象としたAP・DRGの開

発に取り組んだ。現在、 AP-DRG14版は641のグ

ループ数を有する。

そしてAPR-DRGは、 AP-DRGをより一層精椴化

したもので、本研究で技術的協力を仰いだ 3

MHIS (Health Information System)社が開発し

た疾病分類である。

APR・DRGの特徴は、 AP・DRGにおける年齢区

分、 CC(Complication & Comorbidity=合併症お

よび併存疾患、以下CCとする)、および主要CC

の有無に代って 4種のサブグループが設定された

所にある O

表 3種類のDRGの構造的な相違点

HCFA-DRG AP-DRG 
第14.0版 第14.0版

基本DRGの診断群分類数 338 |¥IA 
DRGの数 492 641 
多発性外傷のMDC 後に追加 有
HIV感染症のMDC 後に追加 有
新生児の体重のデータ使用 No Yes 
NACHRI小児データ使用の有無 無 一部有り
主要(最重症)CC 無 有
DRGの定義!こ「死亡j因子を使用 有 有
DRGの定義に在院回数を使用 無 新生児のみ有
CCリストの再評価 無 一部有り
複数CCの認知の有無 無 無
CCのサブグループ数 2 3 
CCのサブグループ構造 無 無
死亡リスクのサブグループ 無 無
使用した基本DRG HCFA-DRG 

*CCI<l:合併症 (Complication)，併存疾患 (Comorbidity)の略。 AP-DRGのNAIま，AP-DRGIこ，MajorCC 
カテゴリーがあるととによりNotAvailable。

APR・-DRG
第12.0版

384 
1530 
有
有
Yes 
有
無
無
無
有
有
4 
有
有

AP-DRG 
(新生児を除く)



4種のサブグループが追加されたことで、

HCFA-DRGおよびAP-DRGにはなかった患者の重

症度や死亡のリスクの評価がなされた。具体的に

は、“軽度・中程度・重度・極めて重度"という

4段階式により、重症度、および死亡のリスクが

表現されている。

なお、ここでいう患者の重症度とは、各臓器の

機能の損失、あるいは生理的な代償機能の喪失と

して定義される O 一方、死亡のリスクとは、死に

至る確率を示す。

個々の患者に対して、 4種のサブグループのう

ちいずれが割り当てられるかは、主要診断名のみ

ならず、二次診断名、年齢、および手術室以外で

なされた処置の有無によって決定される。

APR-DRGが4段階式になったため、その結果、

AP・DRGおよびHCFA-DRGにおいて、 CC対象外

と見なされていたものが、 APR-DRGにおいては、

“中程度"、“重度"、あるいは“極めて重度"いず

れかに割り当てられることになり、グル}プの数

も1，530の診断群となっている。しかし、 APR-

DRGはまだ開発過程にあるのでこれを支払方式

に利用している保険者は存在しない。

3 .分析方法

3. 1必要データ

DRGの研究には、次の 3種類のデータが必要

とされる。

まず第 1は退院患者データである。これは一定

期間に、急性期病院から退院した患者データをい

う。当該データには、①年齢・性別といった患者

の人口学的データと②患者の病状あるいは治療内

容といった国際疾病分類に基づく疫学的データが

含まれる。

第2は、病院のコストデータである。これは一

定の期間中に、調査対象病院において急性期の患
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者を治療するために要したコストを指す。当該デ

ータは、退院患者データと結びつけて、それぞれ

のDRGに対する支払金額を決定するために用い

られる。

しかし、わが国の大半の病院は、患者別のコス

トデータを持ち合わせていないので、本研究では

11の部門のコストデータ(日常的費用、入院管理

費用、医師の人件費、集中治療室の費用、手術部

門の費用、放射線部門の費用、検査部門の費用、

薬剤費、診療材料費、その他の診療補助部門の費

用、その他の費用)を収集し、これを米国のメリ

ーランド州のコストウェイト係数を用いて按分し

た。ここでなぜ米国のメリーランド州のデータを

使用したかと言えば、同州の病院は制度的に疾病

別原価計算を導入しており、 DRG別の平均原価

が入手可能だ、ったからである。

第3は病院特性データである。具体的には地理

的な立地条件(都市部/地方など)、臨床研修指

定の有無、病床数、経営主体(公立病院および民

間痛院)など当該病院の特性を示すデータが必要

である。一般に病院特性データは、 2つの用途に

用いられる。 1つは、病院の管理能力の違いを説

明する変数としてであり、いま 1つは、病院管理

者の管理能力を超えた病院特d性を示す変数として

である。

3.2収集されたデータ

本研究で使用した退院患者データは、表2に示

されるように暦年の1996年、あるいは会計年度の

1996年 (1996年4月1日から1997年3月31日)の

もので、全部で17病院から121，543のデータが収

集された(ただし、 1病院は1996年6月1カ月分

のデータのみ)。この17病院は概して、多くの病

床数、および臨床研修機能を有する点からみて、

日本の急性期病院を代表する施設と言える。とは

いえ、調査対象病院の分布範囲は広く、北海道、
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福島、東京、神奈川、千葉、大阪、兵庫、熊本、

および沖縄に及ぶ。また病床数も、 162床から

1，209床と広域にわたる。具体的には、 17病院の

うち 6病院は400床未満、 7病院は400床以上600

床未満、残り 4病院は、 600床以上となっている。

この17病院のうち、 11病院は臨床研修指定病院で

あり、うち 6つは単立型の臨床研修指定病院、 5

つは臨床研修指定病院群の主病院である。

図lはこの17調査対象病院の平均在院日数を示

したものである。 NO.15の病院の平均在院日数が

他の病院に比べて相対的に長いのは、当該病院が

一部療養型病床群を有するからである。 DRGは

急性期の入院患者にのみ適用可能とされるので、

本来ならば療養型病床群の対象患者や、いわゆる

「社会的入院」に該当する患者は除外すべきであ

るが、当該病院から入手する段階では分別不可能

だ、ったので、データベースを作成する段階で、デ

ータ浄化 (DataCleaning)を行った。具体的に

は各DRG番号に対する平均在院日数が在院日数

の幾何平均値:t2x標準偏差という関値を超えた

ものは異常値として、データベースから削除した。

例えば、 AP-DRGでは2，716症例がこの闘値を超え

た。表3はこれを年齢階層別に見たものだが、確

かに年齢が高まるにつれて若干比率が増えている

ものの重大な偏向はなかった(表3参照)。

3.3データの正確性

米国式のDRG/PPS導入の前提条件としてコー

①病院の基本属性

表 2 調査協力17病院の概要

②データベース詳細

No 経曽主体 地域 臨床研
修指定

1ハ~li 地方

2 民間 地方 主病院

3 民間 地方 主病院

4 民間 地方 単独

5 公立 大都市近郊 単独

6 民間 大都市 主病院

7 民間 大都市 単独

8 民間 大都市近郊 単独

9 民間 大都市

10 民間 大都市近郊 主病院

11 民間 大都市

12 民間 大都市 単独

13 民間 大都市

14 1ハ.¥.1占L 大都市近郊 主病院

15 民間 地方

16 公立 地方

17 民間 大都市近郊 単独

*大都市=東京・大阪

大都市近郊=千葉・神奈川・兵庫など

地方=大都市・大都市近郊以外の地域

*17病院の合計病床数は8，512床で，すべて

100床以上の病院でほとんどが300床規模

以上の病院

病院

10番号

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

合計

退院記録の 退院記録の 入手データの

原データ数 精査後データ数
診断コード 処置コード

対象期間

5，646 5，588 ICO-9 ICPM 4/96-3/97 

2，625 7，621 ICO-9 ICD-9-CM 4/96-3/97 

7，821 7，821 ICD-9 ICD-9-CM 4/96-3/97 

13，632 13，218 ICD-9 ICD田9-CM 4/96-3/97 

9，598 9，023 ICD-9 ICD-9四CM 1/96-12/96 

6.420 6.424 ICO-9 ICD-9-CM 1/96-12/96 

12，124 12，556 ICD-9 ICD-9-CM 1/96-12/96 

10.144 8.457 ICD-9-CM ICD-9-CM 4/96-3/97 

5，514 5，506 ICD-9-CM ICO・9-CM 1/96-12/96 

11，326 10，788 ICD-9 ICD-9-CM 4/96-3/97 

4，923 4，842 ICD-9 ICD-9-CM 4/96-3/97 

4，551 4，983 ICD-9 ICPM 1/96.12/96 

1，723 3.446 ICD-10 ICD-9-CM 4/96回3/97

315 315 ICD-9 ICD-9-CM 6/96 

2，237 2，237 ICD-10 ICD-9-CM 4/96-3/97 

7，504 7.493 ICD-9 ICD-9-CM 1/96-12/96 

13，920 11，225 ICD-9 ICD-9-CM 4/96齢3/97

120，023 121目543



デイングの正確性が求められる。そこで統計的な

分析に入る前にデータの正確性を調べた所、全体

的に17病院のコーデイングは比較的正確に行われ

ていることがわかった。具体的には、 17病院にお

ける121，543の症例のうち、 HCFA-DRGは、 907件

(0.7%) のエラーDRG(DRG:No.469、あるいは

No.470)、AP-DRGでは748件 (0.6%)、APR-DRG

では764件 (0.6%)のエラーDRGしか発見されな

かった。今回の17の調査対象病院についてはコー

デイングは概ね良好で、あったが、しかしその一方
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で表4のような異常なデータも数こそ多くなかっ

たが存在した。わが国ではICDに基づくコーデイ

ングが普及していないだけに、調査対象を拡げた

場合にデータの正確性が果たして担保できるかど

うかは今後の検討課題である。

4.分析結果

4.1 DRGの妥当性

それでは、米国のDRGは診断群分類としてわが

国 1 病院別平均在院日数

54.4 

「
50 

40 
37.0 

日
日 30 27.4 

24.6 

数 21.0 円 20.9 2ri5 11 
20 円 19.6 円

I I 19.7 19.6 
16.8 下寸 17.5 

H 
10 

O 
2 3 4 5 B 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

病院

表3 年齢階層別にみた異常値の削除率 (AP-DRGの場合)

年齢層 告DRG別の在院日数が、一定の闇値を超えた患者の割合

1歳未満 1.43%  

2~17歳 1.71% 

18~29歳 2.07% 

30~44歳 2.16% 

45~64歳 2.21% 
65~74歳 2.571}も

フ5歳以上 3.03g，ら
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国の医療界に使用することはできるのだろうか。

DRGの妥当性を検証する時に、最もよく用いら

れる統計手法は決定係数(以下R2という)の算

出である。具体的には、個々の患者の特性に基づ

いて変動する平均在院日数を、どの程度DRGが

説明するかが lつの論点となる。本研究では決定

係数は、次のように計算された。

エ(yi-A) 2 ーエ (yi-A g) 2 

R2= 

エ(yi-A) 2 

[一一.A=全体の平均在院日数

. Ag=各DRG番号ごとの平均在院日数

R2は、 0-1.0の聞に分布し、 DRGに振り分け

る前の変量の総計に対する、変量の減少率を表す。

DRGによって説明される変量の端数を表してい

る。たとえば、 R2の{直カミ、“0.415"ということは、

在院日数のデータを当該DRGに振り分けること

によって、データの変量の総計が、“41.5%減少

すること"を意味している。 3種類のDRG各々

について、在院日数に関するR2の値を、内科系

患者、外科系患者それぞれに分けて算出したとこ

ろ、表5のようになった。

表5から、 HCFA-DRG、AP・DRG、および

APR-DRGのいずれも、わが国の患者データでは、

ほぼ類似した機能を有することがわかる。

ただし、 APR-DRGのR2の値は、他の 2種類の

DRGに比べて若干ながら高い。特に、この傾向

は外科系で強く見られる。これはおそらく、

APR-DRGは、 4段階の精搬なサブグループを設

定しているので、患者のケースミックスにおける

変域を、より正確に反映しているためとみられる。

ちなみに、米国の3MHIS杜が米国のデータを使

ってR2の値を調べた所、 HCFA-DRGは0.31、AP-

DRGは0.36、APR-DRGは0.42と、わが国のR2の

値より高かったのみならず 3種類のDRG聞のR2

のバラツキはわが国より小さかった。これは、わ

が国の病院におけるコーデイングが米国に比べて

表 4 コーテhイングのエラーの代表例

-診断、治療コードが無効なもの
-主要診断名のコーテ。イングが不完全なもの

-患者の誕生日、入院目、退院日の記述が、不完全、あるいは不正確なもの

.データが重複している症例

-同一病院内での転棟を、それぞれ独立した患者データとして扱ったもの

.入院期聞が700日を超えている症例

(死亡あるいは転院していないのに)入院日と退院日が一致しているもの

.新生児と母親のデータが区分されていないもの

-調査対象期間外に退院日がある症例

-生後28日以内の新生児で生誕時の体重記録がない症例

・転院、あるいは死亡の症例がない病院

-正常分娩の症例がない病院

-特定期間内における全患者の一覧表が不完全なもの



不完全なことと、わが国の病院の機能分化が未整

備なことなどによるものと考えられる。

さらに、わが国の傷病大分類に該当する主要診

断カテゴリー(MDC : Major Diagnostic 

Categories)別にR2の値を調べた所、表6のよう

な結果を得た。

ここで留意すべきは次の 2点である。 1つは

MDCによって若干の例外はあるが、 APR-DRGの

方が他の 2種類のDRGよりも総じてR2の値が大

きくなっている点である。これは先に述べた全体

的傾向と一致している。

いま 1つは、 MDCによってR2の値に相当のバ

ラツキが存在することである o MDC15、MDC6

は比較的R2の値が高いのに対して、 MDC20、

MDC16、MDCIOはR2の値が極めて低い。このこ

とは、新生児や消化器系疾患に関するDRGはわ

が国でも利用可能だが、精神疾患や血液疾患、さ

らには内分泌疾患へのDRG適用については慎重

を要することを意味している。

4.2変動係数

次に医療資源の消費量に関する同質性を比較す

るために、各DRGごとの変動係数(標準偏差を

平均値で除した値)を調べた所、表7のような結

果を得た。ここでは、便宜上、“症例数が 1例以

上あるDRGを含めたもの"と“症例数が20例以

上あるDRGだけを対象にして算出したもの"の
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2つに分けて算出した。

ここで興味深いのはいずれの場合もAP-DRGの

方が変動係数が小さい点である。具体的には症例

数が l例以上ある場合において、変動係数の数値

が1.0より小さかった比率はHCFA-DRGで58.1%

であったのに対し、 AP-DRGは64.3%と、 6.2ポイ

ントも高くなっている。一方、症例数が20例以上

に絞った場合においては、変動係数が1.0を下回

った比率はHCFA-DRGでは54.2%であったのに対

し、 AP-DRGでは57.8%と3.6ポイント高くなって

いる。

また、 DRGによって変動係数に相当のバラツキ

が存在するのも注目すべき点である。表8はAP-

DRGをわが国に適用した場合に、変動係数がもっ

とも小さかったもの、最も大きかったもの、それ

ぞれ上位 5つを抽出した結果を示したものであ

る。この表8から、小児外科や胸部手術について

は米国のDRGをわが国に導入することはある程度

可能だが、精神疾患やアルコール依存症にDRGを

適用することには限界があることがわかる。

4.3各DRGの再分類分析

(Reclassification Analysis) 

3種類のDRGのうち、どのDRGが妥当かどう

かを検証する時に「再分類分析Jという手法も有

用とされる。これは 3種類のDRGそれぞれが、

同じ状況下に置かれた患者を、どのように異なる

表5 DRG別に見た在焼日数 (LOS)に関する決定係数 (R2)の比較

変数

在院臼数

在院日数

在院日数

患者の種別

全患者

外科系

内科系

HCFA-DRG 

0.2896 

0.3657 

0.2451 

AP-DRG APR-DRG 

0.3005 0.3119 

0.3766 0.4164 

0.2557 0.2559 
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形で位置付けているかを分析するものである。

本研究では、 3種類のDRGの“平均在院日数"

に関する再分類分析を行った。表9はその一例を

示したものである。

17病院から収集されたデータのうち、慢性閉塞

性肺 炎は539例存在したが、同症例は、 HCFA-

DRGではすべてDRG88 (Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease: C.O.P.D) に分類された。こ

れに対して、 AP・DRGでは、 539症例のうち、 464

は、 HCFA心RGと同じDRG88 (慢性閉塞性肺疾

患)に分類されたが、残り 75の症例は、よりコス

トのかかるDRG541 (感染症および気管支炎を除

く呼吸器系疾患・障害)に分類された。

また、 HCFA幽DRGのDRG88に分類された539例

表 6 MDC (主要診断カテゴリー)別にみた在院日数に関するR2の比較

HCFA-DRG AP-DRG APR-DRG 

MDCカテゴリー
R2 R2 差異:% R2 差異:%

1神経系疾患及び障害 0.1240 0.1308 5.4 0.1643 32.5 

2眼疾患及び障害 0.1143 0.1216 6.3 0.1304 14.0 

3耳、鼻、喉の疾患及び障害 0.2748 0.2745 -0.1 0.2926 6.4 

4呼吸系疾患及び障害 0.2316 0.2343 1 .1 0.2238 -3.3 

5循環系疾患及び障害 0.2405 0.2591 7.ア 0.2798 16.3 

6消化系疾患及び障害 0.3213 0.3186 -0.8 0.3335 3.8 

ア肝胆管系及び豚臓疾患、及び障害 0.1374 0.1400 1.8 0.1528 11.2 

8筋骨格系及び結合組織疾患及び障害 0.2214 0.4584 107.0 0.2270 2.5 

9皮膚、皮下組織、乳房疾患及び障害 0.2198 0.2170 -1.2 0.2314 5.2 

10内分泌、栄養、代謝疾患及び障害 0.0ア91 0.0821 3.7 0.0864 9.2 

1 1腎臓及び尿路疾患及び障害 0.1740 0.1805 3.7 0.1931 10.9 

12男性生殖器系疾患及び障害 0.1744 0.1903 9.1 0.1938 1 1 .1 

13女性生殖器系疾患、及び障害 0.2472 0.2489 0.6 0.247プ 0.2 

14妊娠、分娩及び産祷 0.1155 0.1190 3.0 0.1360 17.7 

15新生児及ひ、周産期に発生した症状を伴った新生児 0.3955 0.6129 54.9 0.6538 65.3 

16血液、造血器疾患及び障害、並びに免疫障害 0.0572 0.0804 40.5 0.139フ 144.2

17脊髄増殖性疾患及び障害、並びに低分化型新生物 0.1028 0.0986 幽4.0 0.0868 -15.5 

18感染症及び寄生虫症 0.1727 0.1874 8.5 0.2354 36.3 

19精神病及び精神障害 0.1133 0.1228 8.3 0.1474 30.1 

20アルコール及び薬物使用、並びにアルコール及び 0.0258 0.0255 -1 .1 0.0324 25.5 

薬物に惹起された器質性精神障害

21損傷、中毒及び薬物の中毒作用 0.2284 0.2405 5.3 0.2586 13.2 

22熱傷 0.2821 0.2521 0.0 0.3910 38.6 

23健康状態に影響を及ぼす要因、及び他の医療サー 0.0429 0.0478 11.4 0.1 053 145.4 

ビスとのコンタクトを持つもの

24HIV感染症 0.0000 0.2894 0.0 0.2894 0.0 

25多発性外傷 0.2122 0.2028 -4.4 0.3208 51.1 



の平均在院日数 (ALOS) は、 27.7日となった。

これに対して、 AP-DRGのDRG88に分類された

464例の平均在院日数は25.1日とHCFA・DRGより

2.6日短くなったが、 DRG541に分類された75例の

平均在院日数は、 HCFA・DRGより 15.8日長い43.5

日となった。このことから、慢性閉塞性肺疾患に

ついては、 AP幽DRGの分類の方が、 HCFA-DRG
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より精織化の点で優れていることがわかった。

さらにAPR・DRGを使用した所、同539例は、 4

つの重症度レベル (Severityof lliness : SOI)に

分類された。

ここで留意すべきは慢性閉塞性肺疾患について

は、重症度が高まるにつれて、総じて平均在院日

数 (ALOS)が増加する傾向が見られたというこ

表7 在続日数 (LOS)に関する変動係数の比較
(*LOS: length of stay) 

HCFA-DRG AP-DRG HCFA-DRG AP-DRG 
在続日数の変動係数 CCV) 第14.0版/ 第14.0版/ 第 14目O版/ 第14.0版/

に関する分析項目 症例数が1例以上ある 症例数が1例以上ある 症例数が20例以上ある 症例数が20例以上ある

DRGを対象とした場合 DRGを対象とした場合 DRGだけを対象とした場合 DRGだけを対象とした場合

変動係数の平均値 0.94 0.88 0.97 0.94 

変動係数の標準偏差 0.32 0.34 0.30 0.30 

変動係数の最小値 0.21 0.07 0.30 0.23 

変動係数の最大値 1.99 2.00 1.99 2.00 

cvが1.0未満のDRGの割合 58.1% 64.3% 54.2% 57.8% 

表8 変動係数上位・下位5つのDRG(AP-DRG) 

変動係数が最小だった上位5つのDRG 症例数 変動係数

DRG630 新生児出生時体重>2499g、重大な外科的処置 270 0.22831 

DRG83 合併症を伴う、胸部の主要損傷 2 0.24138 

DRG129 詳細不明の心停止 15 0.24744 

DRG737 脳室シャントの交換、年齢0-17歳 7 0.27162 

DRG56 鼻形成術 23 0.27889 

変動係数が最大だった下位5つのDRG 症例数 変動係数

DRG429 器具障害、および精神遅滞 105 2.00506 

DRG427 抑穆症状を除く神経症 66 1.98867 

DRG751 合併症を伴わ忽い、アルコール乱用または依存 117 1.97124 

DRG430 精神病 287 1.96066 

DRG424 精神疾患の主病名を伴う、外科的処置 33 1.92853 
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とである。これは、患者の重症度や死亡のリスク

等を考慮に入れて患者分類の精織化を図れば

DRGの精度がより高まることを示唆するもので

ある。今後、わが国でも日本版DRGの開発が進

むと予想されるが、その場合でもわが国の臨床現

場の総意を反映した、精轍化されたDRGの開発

が求められる。

なお、同分類分析でAPR開DRGの重症度レベル

4の平均在院日数が24.8日と重症度レベル 1と同

じ日数となったのは意外な結果であったが、重症

度レベル4はわずか 5症例(うち 1例は、病院に

1日だけ入院した後に死亡)しかなかったことか

ら即断は避けたい。いずれにせよ、米国のDRGの

妥当性を十分に検証するためには、精度の高いよ

り多くのデータが必要で、ある。米国のHCFAは約

1，400万の症例を有しているとされるが、わが国

でも本格的にDRGを開発すると言うことであれば

国家レベルのデータベースの構築が求められる。

5. DRG/PPS導入の妥当性に関する考察

それでは次に、わが国においてDRGに基づく

包括支払方式の施行は可能だろうか。一般に

DRGを包括支払方式に利用する時は①支払い単

位、②診断群の選択、③相対係数の算出、④アウ

トライアーの処理、⑤ベースレ}トの決定、⑥調

整係数の策定、⑦転院の取扱、⑧移行政策の 8点

を検討すべきだとされる。本研究でもこの 8点に

ついて一定の検討を加えたので、その考察を紹介

する。

5 . 1支払い単位

DRGはヨーロッパ諸国では後述する「退院換

算患者数」という考え方を使って総枠予算制に利

用しているが、本研究では個々の患者を 1つの支

払単位として取り扱った。その理由は 2つ存する。

1つはわが国では総枠予算制という考え方が一般

化していないことである。ヨーロッパ諸国と異な

り、わが国の病院に対する支払は診療所と同様、

診療行為別出来高払いを基本として行われてきた

ので、本研究では個々の症例を 1つの支払単位と

することが現実的と考えた。患者の重症度(ケー

スミックス)で調整され、症例別データに基づい

て行われる包括支払方式への変更は、「病院管理

表9 3種類のDRGにおける再分類分析の具体例

症例数 平均在院日数 (ALOS)

HCFA-DRG : DRG.88 「慢性閉塞性肺疾患j 539 27.7日
ーー圃圃園田園ーーーーー ーーーーー四四四園圃ーーーー圃園田園--------園田圃間同 ーーー圃回ーーーーーーーーー ー四四四四国ーーーーーー園田

AP・DRG : DRG.88 「慢性閉塞11主肺疾患」 464 25.1日

AP-DRG : DRG.541 感染症および気管支炎を

除く呼眼器系疾患・障害 75 43.5日
園 圃圃圃圃園ーーーーーーーーー問問聞園園園園園田園園田ーーーーーーー ー 園 間 開 園 田 園 ー ー ーー圃圃ーーーーーーーーーー -.聞-------‘・圃幽圃幽圃固圃圃圃・

APR-DRG88 重症度レベル1 326 24.8日

APR-DRG88 重症度レベル2 145 29.5日

APR-DRG88 重症度レベル3 63 38.4日

APR-DRG88 重症度レベル4 5 24.8日



者にこれまでにも増して効率的に病院を運営す

る」という強力な経済的インセンテイブを医療提

供者に与える。別の見方をすれば、 DRG/PPSの

導入によって在院日数の短縮化が進めば、そこで

浮いた病院の余剰資源を他の医療サービスに回す

ことができる。これは本格的な高齢社会を迎える

わが国において、必要とされる医療の質の向上と

効率化の助けともなると考える。ただし、急性期

と亜急性期では明らかに医療内容が異なるので、

それぞれの患者に関する支払方式を分離していく

ことが必要となる。亜急性期患者に対する支払方

式としては、米国の一部の州でナ}シングホーム

の支払方式に利用されているRUG(Resource 

Utilization Group) というケースミックスに基づ

く1日定額支払方式の導入が考えられる。

5.2診断群の選択

先に述べた 3種類のDRGのうち、 HCFA-DRGが

AP-DRGおよびAPR・DRGと最も大きく異なる点

は、 HCFA・DRGではすべての年齢層の患者を十

分にカバーできない点にある。

そのために、老人のみならず、小児患者やHIV

患者などすべての患者を対象とするAP-DRGが作

成された。さらにAP-DRGをより精織化するとい

う目的でAPR・DRGが開発された。したがって、

APR-DRGはAP-DRGと比較して、症例の変異を

取り込みやすくしている点で、より優れたシステ

ムであると言われる。本研究においても先に述べ

たように、 3種類のDRGのなかではAPR-DRGの

採用がもっとも望ましいとの結論が得られた(表

5参照)。しかしながらその一方で、、わが国には

APR圃DRGを使用するに足りる十分なデータがま

だ存在しないのも事実である。そこで、 AP-DRG

を基点に、臨床医の意見を取り入れながらわが国

独自の精織化されたDRGの開発を図っていく必

要があると考える。
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5.3相対係数の算出

相対係数は各DRG番号聞の相対的な医療資源

の消費量を示すものであり、同係数は通常、各

DRGごとの部門別原価の比を用いて計算される。

しかし、わが国では患者ごとの部門別原価のデ

ータが得られないため、本研究では米国のメリ

ーランド州の部門別原価の比を用いて相対係数

が算出された。

ここで問題になるのが、わが国の病院のDRG別

コスト構造が米国の病院と同ーかどうかである。

表10は日米の病院のコスト構造を比較したもので

ある。これから全体的にわが国の病院はメリーラ

ンド州の病院の平均コストと比較して薬剤費の割

合が高い一方で、、診療材料費は低い傾向にあるも

のの、概ね類似していることがわかる。

しかしながら、これはあくまでも病院の全コス

トのシェアを調べたもので必ずしもDRG別のコ

スト構造を比較したものではない。そこで、平均

在院日数を医療資源の消費量を測定するための客

観的な指標の 1っと考え、メリーランド州の病院

とわが国の17病院の“各DRGごとの平均在院日

数の相対的なパターン"が類似しているかどうか

を調べたO

より具体的には、各DRGごとの平均在院日数に

関する相関分析を行った所、日米でそれぞれ20例

以上の症例数が存在した442のAP-DRGでは、 0.65

の相関度を得た。これを外科系と内科系に分けて

調べた所、外科系では0.77、内科系では0.58の値

を示した。これはわが国の外科系DRGの方が内

科系のDRGより、平均在院日数の相対的パター

ンが米国に近いことを示唆するものである。逆の

見方をすれば、わが国の内科系痛床の中にはいわ

ゆる「社会的入院」も含まれているので、日米の

平均在院日数の相対的パターンの格差はより大き

いとも言える。

いずれにしても、こうした過程を得て算出され
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たわが国のDRG別相対係数と、米国のDRG別相

対係数との相関度が、 HCFA-DRGでは0.87，AP-

DRGでは0.90と高い数値を得たことは、米国の部

門別原価の比を用いて算出された相対係数の構造

がわが国と米国とで、は似通っていることを示すも

ので意義深い。これらのことから、本研究で算出

した相対係数の値にも一応の妥当性があることが

示唆される O

なお、本研究では急性期の病院において長期療

養 (ExtendedCare)を提供している病院もいく

つかあったため、 DRG相対係数(相対的な医療

資源の必要度)を計算するうえで退院換算患者数

という概念を採用した。

この考え方は、仮に平均在院日数が8日、ハイ

トリムポイント(高棄却値)が15日、ロートリム

ポイント(低棄却値)が4日とすると、在院日数

が8日 2日， 31日 1日という 4ケースは次の

ように換算され、 3.575件となる(図 2参照)。

ここで、ハイトリムポイントを超えた場合に0.6

を乗じたのは、米国では、在院日数が例外的に長

いケースについては、ハイトリムポイントを超え

る在院日数を平均在院日数で除した比率に60%を

乗じた金額が支払われるからである。つまり、米

国では例外的に長期の入院患者(アウトライアー)

については一定の救済措置が存するのである。

5.4アウトライアー(異常値)の処理

DRG/PPSの計算では在院日数が極端に短かっ

たり長かったりする患者(アウトライアー)を平

均的なケース(インライアー)と区別して統計的

に取り扱うことは可能である。しかしながら、そ

れらを区別する際の棄却値(トリムポイント)を

どんな値にするか、あるいはアウトライアーをど

う取り扱うかは最終的には医療政策に関わる恋意

性の高いテーマである。特にわが国においては、

社会的な理由から主疾患名とは関係なく入院が長

期化しているケース、いわゆる「社会的入院」が

あり、そうしたケースは計算上他のケースとは区

別して扱われるべきである。

そこで、本研究では、在院日数がハイトリムポ

イントに30日を加えた日数を超えた患者を「長期

療養患者jと仮定し、便宜上、当該患者には、療

表10 メリーランド州と今回の調査対象病院のコスト構造の比較

コストセンター メリーランド州の病院 今回の調査対象17病院

手術部門の費用 7.7% 9.8% 

薬剤費 7.7% 17.1 % 

放射線費用 6.6% 7.1% 

検査部門の費用 8.2% 7.0% 

診療材料費 10.8% 5.1% 

その他の費用 5.5% 1.3% 

その他の診療補助部門の費用 8.7% 9.0% 

集中治療室の費用 7.8% 4.1% 

日常的費用

入院管理費用 37.0% 39.5% 

医師の人件費



養者向けの 1日当たりの限界コスト、すなわち、

1日当たりの入院環境科+1日当たりの入院時食

事療養費+事務管理費用 =3，663円」が支払われ

ると仮定した。表11は、長期療養日数の占める割

合の高いトップ10DRGを列挙したものだが、い

わゆる社会的入院に該当する脳血管疾患や精神疾

患を示すDRGが上位にきている。先にも述べた

通り米国のDRGは主に急性疾患を対象に開発さ

れたケースミックスとされる。したがって、わが

国でDRG/PPSを開発する場合に、一般病床にお

ける長期療養患者をどう取り扱うかは大きな検討

課題になると考える。

5.5ベースレートの決定

ベースレートは、わが国の診療報酬単価に該当

するものである。 DRGは各疾病分類ごとのコスト

の比を表しているだけなので、包括支払い方式と

米国のDRGの妥当性に関する研究 61 

組み合わせて使用する際には絶対額に換算するた

めの診療報酬単価(ベースレート)を決める必要

がある。診療報酬単価(ベースレート)をどのよ

うに設定するかは、政治的プロセスを通して決定

されるべきである。というのは、ベースレートを

低く設定すれば医療費総額をある程度コントロー

ルすることができるが、これを逆に高く設定して

しまうと医療費総額はかえって増大するからであ

る。本研究ではベースレートに関して医師の人件

費を含めた場合と、含めない場合に分けて支払金

額を算出した。これは、米国のDRG/PPSの支払

金額の中に医師の技術科が含まれていなしミからで

ある。つまり、医師の技術料を含めた場合と含め

ない場合とでどのくらい相対係数が異なるかに着

目したわけである。しかしながら、わが国では医

師の技術科の確固たる定義が存在しないので、本

研究では、便宜上、医師の人件費部分を医師の技

図2 退院換算患者数の算出例

2日 4日 B日 15日 31日 45日
ショートステイ ロートリムポイント 平均在院日数 八イトリムポイント ロングステイ

アウトライアーと1. インライアー 砂1.アウトライアー

在院日数 退院換算患者数

8 正常なケース 1.0 

2 ショートステイ 2/ ALOS=2/8=0.25 

31 ロングステイ 1 +0.6 { (31・15)/ ALOS} = 1 +0.6 (2) =2.2 

転院 1 / ALOS=O. 1 25 

言十3.575件(※ALOS=平均在院日数)
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表11 長期療養に該当する在院回数が最多のトップlODRG

全体の平均 長期療養期 長期療養 長期療養 長期療養に 長期療養に 長期療養に

AP園 DRG番号と 在院日数 聞を含まな に該当す に該当す 該当する症 該当する症 該当する症

診断群名 (日) い症例の平 る症例数 る日数 例の平均在 例数の比率 例の在院日

均在院回数 (日) 院回数 (%) 数の比率

(日) (日) (%) 

430 精神病 227.4 69.4 41 45.332 1.105.6 14.3 69.5 

14 一過性(脳)虚血発作除く， 40.0 30.8 273 23.312 85.3 10.7 22.9 

特異'1生脳血管疾患

12変性神経系疾患 68.5 33.1 54 14.110 263.1 13.6 51.7 

429 器質障害および精神遅滞 129.4 48.1 19 8.537 449.3 18.1 62.8 

553 一過性(脳)虚血発作除く， 59.6 41.1 50 ア.571 151.4 12.2 31.1 

その他の神経系疾患，主要合

併症を伴う発作および頭痛

541 感染症，気管支炎，瑞患を除く 45.8 31.2 39 ア，455 191.1 7.6 31.7 

呼吸器系疾患，主要合併症を

伴うもの

関頭術，年齢18歳以上， 55.2 44.0 フ3 6.805 93.2 12.0 20.3 

外傷を除く

468 主病名と無関係の外科的 34.7 30.9 95 5.296 55.7 6.プ 10.8 

広汎処置

483 顔，口，頚部の診断を除く， 152.7 107.4 18 4.802 266.7 17.0 29.7 

気管開口術

82 呼吸器系の新生物 40.2 35.7 92 4.788 52.0 8.7 11.3 



術料と仮定した。その結果、医師の人件費を含ま

ない場合の相対係数の標準偏差は1.89であったの

に対して、医師の人件費を含んだ場合の相対係数

の標準偏差は1.83で、医師の人件費を含まない場

合より 0.06ポイント低くなった。つまり、医師の

人件費を含む相対係数は、医師の人件費を含まな

い相対係数よりも、若干ながら圧縮されたことに

なる。しかしこの影響は、あまり大きくなく、無

視してもよいほどであった。しかしながら、その

一方で、、表12に示されるDRGにおいては、医師の

人件費を含めた場合と含めない場合とで相対係数

に大きな聞きが生じた。今後、仮にわが国に米国

式のDRG/PPSを導入した場合、医師の技術科を

分離する議論が活発化することが予想されるが、

その場合医師の技術科をどう定義するかが Iつの

米国のDRGの妥当性に関する研究 63 

論点になるだろう。

5.6調整係数の策定

米国では、病院の立地やその特性に応じてベ

ースレートに一定の調整を行っている。たとえ

ば、教育病院や大都市の病院に対してはDRG別

支払金額に一定の加算を行っている。本研究で

は、 DRG別に病院特性によってコストの差異が

見られるか否かを調べた。具体的には、各症例

ごとのケースミックス調整後のコスト(各病院

ごとの相対係数の加重平均値で除した平均コス

ト)を従属変数とし、病床数に占める臨床研修

医数の比率などを独立変数としてモデルを作成

する一方で、、それぞれの変数を対数変換して、

一定の弾性値を求めた。ここでいう弾性値とは、

表12 医師の人件費を含めた場合と含めない場合とで、
相対係数に大きな差異が生じた上位10のDRG

DRG番号と診断群名 実際の症例数
A医師の人件費 B圃医師の人件費 C.相対係数の
を含めた場合 を含めない場合 差異の度合い
の相対係数 の相対係数 (A -B) IBx 100 

692 新生児、出産時体重2，499g以上、 8，562 0.24160 0.21774 10.96062 
主要外科処置を伴わないもの、正
常な新生児診断

39 硝子体切除を伴う、または伴わ芯 4.551 0.54610 0.57282 -4.66421 
い、レンズの処置

125 急性心筋梗塞を除く循環器系疾患、 2，562 0.57616 0.62183 開 7.34415
複合診断を伴わない、心力テーテ
ルを伴うもの

373 合併症を伴わない、陸式分娩 5，732 0.45241 0.46593 -2.90087 

14 一過性(脳)虚血発作除く特異性 2，546 1.39213 1.33394 4.36207 
脳血管疾患

381 D&Cを伴う流産、阪引掻s¥eまた 1，128 0.34593 0.38289 -9.65346 
は子宮切開

243 背部の医学的問題 1.524 0.93650 0.88343 6.00731 

294 糖尿病、年齢35歳以上 1，567 0.96323 0.92159 4.51758 

236 股関節および骨盤骨骨折 611 1.78152 1.60448 11.03401 

372 合併症を伴う、陸式分娩 1.875 0.55773 0.57772 -3.45972 
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独立変数が 1%変化した場合の従属変数の変化率

を示す。表13はその結果を示したものだが、ど

れも統計的に有意ではなかった。

これは、本研究のデータ数が17病院と限られて

いたことによるものと考えられる O しかし、調整

係数をいかに策定するかは重要なテーマで、こう

した問題を解決するには、調査対象を増やしてさ

らなる研究を行う必要がある。とりわけ専門病院

及び臨床研修指定病院や大学附属病院等の教育病

院のデータを多く抽出し、層別化されたサンプル

を収集することが求められる。

5.7転院の取扱い

DRG/PPSを支払方式に利用するときに、転院

した患者に対する支払をどう取り扱うかは 1つの

論点とされる。というのは支払方式いかんによっ

ては過度の早期退院が生じかねないからである。

そのため、米国では、 DRG別に定められた平均

在院日数を下回って他の医療機関に転院した場合

は日割計算を行って支払われることになってい

る。本研究では入手したデータの限界から本格的

な分析は不可能だったが、転院した患者の平均在

院日数が62.8日と長かったことは驚きに値する。

これは通常、米国では当該病院で対処しきれない

患者をなるべく早く転院させる傾向があるのに対

して、わが国では、むしろ長期療養患者を転院さ

せることが多いことを示すものである。

5.8移行政策

わが国の病院関係者にとって最も関心があるの

は、仮にわが国にDRG/PPSを導入した場合に、

現行の診療報酬点数表下の入院収入に比べて病院

の収入がどう変化するかである。支払方式が急激

に変化すると、病院の経営収支に多大な影響を及

ぼしかねないので現行の方式から新しい支払方式

に円滑にシフトさせることが望まれる。そこで本

研究で、は調査対象病院の中のNo.13の病院からレ

セブトデータを入手し、退院患者別の医療費と

DRG/PPS下の支払金額との比較を行った。なお、

ここでは便宜上17病院の平均コストをベースレー

トとした。表14はDRGとの対応が可能で、、なお

かつ20以上の症例を有するものを比較したものだ

が、 DRG/PPSを導入すると、 DRG14を除いて10

のDRGについては同院にとって経済的に不利に

表13 調整係数の弾性値とF検定値

弾性値 F 値

病床数 0.31815 0.551383 

臨床研修病院か否か -0.09524 0.637514 

病床数に占める臨床研修医数の割合 四 3.19553 0.858269 

大都市圏 -0.04626 
0.625479 

大都市圏郊外 -0.1353 

課税(民間) -0.21756 

非課税(公立) -0.06421 0.479207 

一部非課税(公的) -0.024812 



なることカミわカミる。

また、表15は、 DRG/PPS(17病院の平均コス

トをベースレートとした場合)に移行した場合

に、現行の入院収入がいかに変化するかを病院

別に調べたものである。これからわが国に米国

式のDRG/PPSを直接導入すると、病院の経営収

支に重大な影響を及ぼすことがわかる。特に、

No.15および、No.17の病院は民間病院なので、場合に
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よっては倒産の危険性さえ存在する。実際、米

国ではリスク・コリドー(一定の救済措置)と

いう考え方に基づいて 4年間の移行期間を経て

DRG/PPSが導入された。このリスク・コリドー

とは、急性期病院における入院収入に関して、

保険者が最低限の比率を保証するものである。

裏返せば、ある一定の比率以上は支払わないこ

とを含む考え方でもある。仮りにわが国で

表14 No.13病院における現行の支払金額と、 DRGIこ基づいた支払金額との比較

(20以上の症例数を有するDRGIこ限る)

現行の方式による AP-DRGを導入した
DRG番号と診断群名 症例数 支払金額(円) 場合の支払金額(円) 差額(円) 変化率(%)

294糖尿病、年齢35歳以上 21 884.120円 551.350円 332.770円 60.4% 

281合併症を伴わない、皮膚、
皮下組織および乳房の外傷 29 575.970円 357.760円 216.210円 61.0% 
年齢18歳以上

243背部の医学的な問題 27 836.710円 735.500円 101.210円 13.8% 

206合併症を伴わない、悪性
腫虜、肝硬変、アルコール性 21 836.550円 533.030円 303.520円 56.9% 
肝炎を除く、肝疾患

203肝胆管系、または醇臓の 26 723.180円 669.590円 53.590円 8.0% 
悪性腫霧

189合併症を伴わない、その他 35 382.460円 271.620円 110.840円 40.8% 
の消化器系の診断、年齢18歳以上

183合併症を伴わ芯い、食道炎、
胃腸炎、その他の消化器系疾患 55 297.430円 254.640円 42.790円 16.8% 
年齢18歳以上

125急性心筋梗塞を除く循環器
系疾患、複合診断を伴わない、 47 566.290円 422.290円 144.000円 34.1% 
心力テーテルを伴うもの

90合併症を伴わない、単純
肺炎、および胸膜炎、年齢 32 639.380円 508.070円 131.310円 25.8% 
18歳以上

14一過性(脳)虚血発作除く、 29 808.850円 930.520円 121.670円 -13.1 % 
特異"生脳血管疾患
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15 %リスク・コリドー」という方針を採用した

とすると、病院の収入は、現行の支払方式の95

-105%の幅に設定されることになる。

6 .結語

以上、本研究では米国のDRGが診断群分類と

してわが国の医療現場に適用可能かどうか、さら

にはDRGに基づく包括支払い方式がわが国に導

入された場合にいかなる影響が生じるかを調べ

た。表16は米国式DRG/PPSをわが国に導入した

場合の症例数、平均在院日数、棄却値、相対係数、

平均コストの一例である (HCFA・DRGを使用し

たケース)。

図3は、 DRG1 -14までの費用別のシェアを

示したものだが、 DRGによって随分費用のシェ

アが違うことがわかる。米国ではDRG/PPSが導

入されたことによって IDiseaseManagement = 

表15

疾病管理」が普及したと言われるが、わが国でど

うなるかは現段階では予測不可能である。

とは言え、 98年11月 1日からわが国でも国立病

院等10病院で急性期医療の包括化の試行が開始さ

れた。しかし、その内容は米国のDRG/PPSとは

若干趣を異にするものである。より具体的には、

診断群分類は米国より 12少ない13の主要診断群と

し、 183のDRGを設けている。また、変動幅のあ

りすぎる検査入院患者を対象外としたのみなら

ず、当面①精神・結核患者②小児疾患患者③治験

を実施している患者④転出・転入患者も対象外と

している。さらに点数の包括範囲については手術

や麻酔、1，000点以上の処置を除いたすべてとし

ている。まだ試行段階なのでこうした支払方式が

わが国に馴染むかどうかはよくわからない。しか

し仮に医療保険改革の一つの柱として 18本版

DRG/PPSJを導入するということであれば、本

稿の中で力説したようにDRGとDRG/PPSを切り

病院番号と特性 AP-DRGIこ基づく支払方式を導入した場合の入院収入/現行の病院の入院収入x100%

l -0.41 
2 lTP 27.13 
3 lTP -12.80 
4 lTP 23.53 
5 2T -6.16 
6 3TP 14.07 
ア 3TP 18.83 
8 3TP -17.95 
9 3P 12.01 
10 2TP 4.82 
1 1 3P 1 1.91 
12 3TP -2.19 
13 3P 19.43 
14 2T -19.44 
15 lP -22.56 
16 l 3.30 
17 2TP -19.60 
全 体 O 

j主・病院特性とは、以下のものを指す。 1.立地特性/1 地方 (2、3以外)、 2:大都市近郊部(千葉県、神奈川県、
兵庫県など)、 3・大都市(東京都、大阪府)2.教育病院特性/T;臨床研修指定病院、 Tの記述がないものは臨床
研修指定外の病院 3.経営主体区分/P;民間病院、 Pの記載がないものは公立病院
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表16 AP-DRG12版を使った平均コスト一覧表 (MDC，DRG番号順)
(* :単位;日.**単位;干円)

DRG 症例数 平均在 ロートリム ハイトリム 相対係数 平均

(推定値) 院日数* ポイン卜* ポイン卜* コスト紳

MDC Oーその他のグループ

469退院時病名として不適切な主病名 541 7.9 27 0.0440 35.07 

4フ0分類不可能 219 16.1 43 0.0440 35.07 

MDC 1・神経系疾患および障害

1開頭術，年齢18歳以上，外傷除く 669 56.5 4 76 3.4127 2，718目48

2外傷による開頭術，年齢18歳以上 117 23.1 2 48 2.7440 2，185.79 

4脊髄の処置 40 63目3 14 83 3.0111 2，398.59 

* 5頭蓋血管の処置 14 62.8 3 75 2目6122 2，080.83 

6手根管遊離 30 10.7 2 31 0.5788 461.09 

申 ア合併症を伴う，末梢および脳神経， 5 55.1 2 84 3目2644 2，600.33 
およびその他の神経系の処置

8合併症を伴わない，末梢および脳 103 21.2 52 1.2223 973目65
神経，およびその他の神経系の処置

9脊髄の疾患および損傷 84 40.9 3 61 1.5066 1，200.14 

10合併症を伴う，神経系の新生物 54 32.5 2 63 1.2923 1，029.43 

11合併症を伴わない，神経系の新生物 174 54.8 63 1.8085 1.440.65 

12変性神経系疾患 407 67.7 2 67 1.9304 1，537.71 

13多発性硬化症および小脳性失調症 42 38.8 3 56 1.3498 1，075.24 

14一過性(脳)虚血発作除く，特異性 2，616 39.8 61 1.3921 1，108.91 
脳血管疾患
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離して、まず臨床現場が納得するような精轍な

DRGの開発を先行させ、その後、 PPSへの応用を

検討すべきであると考える。
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