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財団法人医療経済研究機構会長

舘 龍一郎

二十一世紀を眼前に世界が大きな変革を迎え、政治・経済はもとより人びとの考え方も

大きく変わろうとしている。日本もその例外ではない。医療についても「物的・人的資源

が乏しく、技術の水準も低かった時代」にこれをいかに効率的でしかも公平に配分するか

を基本として築かれた医療体制から「物の豊かさに代わって心の豊かさ」が求められる時

代への変化にいかに対応するかが求められているのである。この意味で、現代は、医療体

制、さらに広く社会保障制度の在り方そのものが大きく聞い直されている時代であるとい

ってよいであろう。

このような時期に医療経済研究機構の機関誌『医療経済研究』が創刊される意義は極め

て大きい。

経済学の始祖と呼ばれるアダム・スミスはその著「国富論」のなかでローマ時代以来社

会的地位を低く押さえられてきた医師や法律家について、社会の人びとが健康や生命・財

産を安心して託するためには、彼らに信託するにふさわしい社会的地位や報酬を与えなけ

ればならないことを極めて明確に指摘するとともに、報酬不足を補う社会的な評価の役割

等にも言及している。「国富論」の出版から二百十余年、最近は情報の経済学や不確実性の

経済分析が進み、医療経済学が急速な進展を見せているが、日本では、比較的早くから社

会保険制度が普及したこともあって、主として財政の問題とされ、極端ないい方をすれば、

この分野の研究は、スミスを超えることごく僅かにとどまってきたのである。しかし、人

口の高齢化や財政負担、ニーズの多様化、医療技術の進歩は、保険を含む広い視野と新し

い分析手法による研究を不可欠としている。『医療経済研究』が、これらの要請に答え、新

しい情報の発信源となり、また研究発表・交流の場として育っていくことを心から念願し

て止まない。
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INTRODUCTION 

Scope 

Health economics may be defined as "the application of economic theory and 

econometric methods to the study of processes determining the health of pupulations， 

especially health care financing and delivery". Traditionally， its primary focus has 

been on health care financing and delivery， but it also contains within its purview 

studies of factors related to public health， such as smoking and neo-natal mortality 

rates. Thus it excludes purely descriptive studies， and it also excludes analytical 

studies that are grounded in other disciplines than economics， such as psychology， 

sociology， or political science. 

Health economics has developed to include three distinct types of analysis. First， 

economic appraisal: the application of cost-benefit analysis， cost-effectiveness analysis， 

and related methods to the evaluation of health-related programs and interventions. 

Second， positive analysis. Health economics seeks to understand and explain the 

behavior of consumers， physicians， hospitals and insurance companies. It seeks to 

illuminate the causal processes that determine health-related outcomes of interest to 

policy-makers， such as health status measures， costs， and access to health care. 

Third， health economics includes normative analysis: the study of the efficiency and 

equity implications of market processes and government interventions. 

All three types of analysis have a practical orientation. Policy-makers need to 

know which programs are able to accomplish given objectives most efficiently. They 

also often need to be able to anticipate behavioral responses to policy changes. 

Finally， they need to know how well the market accomplishes certain tasks without 

government intervention， how well the government can do them in its stead， and 

when government intervention would have such negative consequences that the 

market， in spite of its flaws， should be left alone(or vice versa). 

The focus of this survey is on the development of health economics in the United 

States， specifically as it pertains to health care financing and delivery. Less attention 

will be given to the development of methods for economic appraisal， which address 

the first of the three objectives listed: since the United States health care system relies 

heavily on markets， U. S. health economics has focused on the functioning of markets 

and how different types of government intervention affect them. We 
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Recency of interest in health economics 

Health economics finds antecedents as far back as Adam Smith. As Martin 

Gaynor has pointed out recently (Gaynor， 1994)， Adam Smith made reference to the 

economic importance of their reputation to physicians， more than two hundred years 

ago: 

‘A physician's character is injured when we endeavor to persuade the world 

he kills his patients instead of curing them， for by such a report he loses 

his business.'(Smith， 1978， p. 399) 

Smith also made remarks that can be viewed as anticipating modern questions 

concerning the benefits of medical licensure. But by and large economists have paid 

relatively little attention to the health care market until recently. The first special 

session devoted to the economics of medical care at the American Economic 

Association meetings was held in 1951 (Ginzberg， 1951); the Conference on the 

Economics of Health Services in 1962 at Ann Arbor， Michigan， was the first to bring 

together economists interested in health services (Klarman， 1970); and the first 

professional economics journal devoted to health economics， the Journal of Health 

Economics， began publishing only in 1982. 

THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR ECONOMIC APPRAISAL 

The earliest work in economic appraisal relied on cost-benefit analysis. In cost 

-benefit analysis， the costs and benefits of a program， such as syphilis control 

(Klarman， 1963)， are enumerated， individually estimated， summed and compared with 

each other. Early research on cost-benefit methodology grappled with several 

problems， including: (1) the quantification of non-monetized costs and benefits such as 

the services of housewives; (2) logical problems such as whether to net consumption 

out of a person's earnings in valuing the person's output; (3) the choice of a discount 

rate， to evaluate future costs and benefits (Klarman， 1965). Over time it became 

clear that cost-benefit analysis had two apparently irreducible flaws: (1) since it tries 

to assign a monetary value to indirect benefits including economic production gains， it 

assigns less value to improving the health of the less economically productive members 

of society， such as the poor and the elderly; (2) it has great difficulty assigning 

meaningful monetary values to intangible costs and benefits (Torrance， 1986). 

Estimating willingness to pay and willingness to receive is theoretically the correct 

way to solve the latter problem， but in practice this has proved difficult to implement 

(Torrance， 1986; Klarman， 1982). 

As the limitations of cost-benefit analysis were becoming more apparent， an 

alternative began to emerge in the form of cost-utility analysis， a variant of cost 

effectiveness analysis. Cost-effectiveness analysis(CEA) compares the costs of two or 

more programmes intended to achieve the same effect. The results of a cost 
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-effectiveness analysis are typically expressed in dollars per life-year saved， or per 

mm Hg reduction in blood pressure， etc. CEA in this form has three fundamental 

limitations: (1) since the outcomes of different programs vary， it can be difficult to 

evaluate a single CEA ratio on its own; (2) the cost-effectiveness of programs 

measured in different units cannot be compared; and (3) CEA cannot be used to 

evaluate programs with different types of clinical effects 一一 such as reductions in both 

morbidity and mortality (Torrance， 1986). 

The use of health status indexes such as quality-adjusted life-years (QALYs)， 

introduced in 1970 (Fanshel and Bush， 1970; Torrance， 1970)， provided a way to 

remedy these deficiencies of simple cost-effectiveness analysis. The quality adjustment 

in QALYs is a weight， normally ranging from 0 (death) to 1 (healthy state)， 

estimated based on researcher judgment or elicited in some manner from subjects. The 

use of QAL Y s allows all cost-effectiveness analyses to be expressed in a common unit: 

dollars per QAL Y. This directly allows appraisal of programs with different types of 

clinical effects， as well as comparisons of programs with each other. Over time， as 

the dollars per QALY of more and more programs are measured， it also becomes 

possible to assess a single program， just as with cost-benefit analysis (Torrance， 

1986). QAL Y s have been used mostly to generate league tables --tables allowing the 

direct comparison of a wide range of programs and interventions. 

The various methods used for generating QALYs， however， appear to yield 

different results. Hornberger et al. (1992) compared six methods for determining 

QALY weights and found poor correlations among the resu1ts， especially when data 

were evaluated at the individual level. 

Alternatives to the QAL Y have been proposed recently. Murray et al. have 

suggested the disability-adjusted life year (DAL Y) (World Bank， 1993). It has just 

begun receiving attention， mostly in developing countries. Mehrez and Gafni (1989) 

have deepened the debate over QAL Y s by proposing an alternative， the health-years 

-equivalent (HYE). HYEs are measured using a more complicated procedure than 

QALYs， which involves judgment under uncertainty (Mehrez and Gafni， 1991). 

Recently， Buckingham (1993) and Culyer and Wagstaff (1993a) have claimed that the 

procedure for obtaining HYEs is unnecessarily complicated and achieves nothing t 
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POSITIVE ANAL YSIS OF THE HEAL TH CARE SECTOR 

Positive analysis of the health care sector seeks to answer such questions as: will 

the hea1th status of Medicare beneficiaries change if physicians' fees are altered? 

Does competition among hospitals head to higher or lower hospital costs? What 

effect would reducing the tax subsidization of hea1th insurance have on hea1th care 

expenditures? Our review begins by following the development of analyses of the 

demand for health care， paying particular attention to the RAND Hea1th Insurance 

Experiment and to Michael Grossman's theoretical work on the demand for health. 

The markets for hospital and physician services will then draw our attention. (We 

pass over the market for health insurance， since it is of less relevance to non-U.S. 

readers. ) We will then consider studies attempting to explain the reasons for the 

escalation in hea1th care costs. 

Especially since the inception of Medicare and Medicaid in 1966， government has 

assumed an important role in the health care system. Health economists have 

proposed government interventions， based on theoretical and empirical analyses. They 

have also analyzed their effects on the insurance， physician and hospital services 

markets. We will focus our attention particularly on the development of the Diagnosis 

Related Groups (DRG) system for hospital payment and the Resource-Based Relative 

Value Scale (RBRVS) for physician payment. 

The demand for medical care 

Several researchers estimated price elasticities of demand for various types of 

hea1th care services during the sixties and seventies. This reflected more than an 

academic interest: if price elasticities were virtually zero， there would be less reason 

to include deductibles and co-payments in health insurance policies. Over time it 

became clear that the elastictities were greater than zero and below one for most 

types of services; but within that range estimates varied widely (see Newhouse [1978J 

for a review). In part this was due to the use of different methodologies (N ewhouse， 

1981)， all of which were subject to their own biases. 

Congressional and other debates over alternative hea1th care reform plans were 

hampered by this imprecision. Meanwhile， the negative income tax experiments of the 

1960s had shown that social experimentation could yield valuable information. These 

circumstances set the stage for the RAND Hea1th Insurance Experiment (HIE) ， 

planning for which began in 1971. The RAND HIE set out to answer two broad 

questions: how does medical care consumed vary with co-payment and deductible 

amounts， and what are the health consequences of differences in utilization? To 

answer these questions， J oseph N ewhouse and his colleagues conducted an elaborate 

randomized experiment. Approximately 2，000 nonelderly families， from six areas of 

the country， were randomly assigned to insurance plans with varying levels and 

combinations of deductibles and co-insurance. Additional families were also enrolled in 
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a well-established prepaid group practice， or Health Maintenance Organization 

(HMO) ， the Group Health Cooperative of Puget Sound in Seatt1e， WA(Newhouse et 

al.， 1993). 

Data were collected mostly during the mid-to late seventies， and analyzed during 

the eighties. The RAND HIE conclusively demonstrated that cost-sharing markedly 

reduces use of all types of services (outpatient， inpatient， etc.) among all types of 

people. For example， per-person expenditures on the plan where families had to pay 

95 percent of charges， up to a yearly maximum of $1，000， were about 75 percent of 

per-person expenditures for families on the free care plan. These reductions in 

utilization had little discernible effect on health outcomes: what effects there were 

(less detection and correction of blood pressure and inadequate vision among the 

poor) could be remedied economically with targeted screening programs. The HIE 

also revealed that HMO members were hospitalized 40 percent less frequently than 

individuals on the free care plan， with almost no discernible effects on health 

outcomes. It yielded answers to a host of additional sub-questions， including how 

utilization of different types of services by different types of people was impacted by 

the various cost-sharing arrangements (Newhouse et al.， 1993). 

Results from the RAND HIE had substantial effects on policy. There is some 

evidence that the study influenced many large corporations to make wider use of 

deductibles， co-payments and maximum dollar expenditure provisions starting in the 

early 80s. The HIE also appears to have influenced the federal government to permit 

nominal cost sharing in state Medicaid programs in 1982 (N ewhouse， 1993). Finally， 

although no such policy changes have been made yet， the results of the HIE have 

strengthened the arguments for calls to reduce the tax subsidization of health 

msurance. 

As the RAND HIE progressed， the theoretical analysis of the demand for health 

care underwent a double revolution. First， growing empirical evidence compelled 

many researchers to conclude that physicians influence the demand for their own 

services: the demand curve is endogenous; the principle of consumer sovereignty does 

not apply， or not completely. We will return to this development below， with 

reference to the market for physician services. The second revolution came in 1972， 

with the publication of Michael Grossman's“On the Concept of Health Capital and the 

Demand for Health" (Grossman， 1972). 

Regarded by many health economists as one of the most original theoretical 

contributions in health economics to date， Grossman's paper applied an older economic 

concept， that of“human capital，" to health. Medical care， Grossman argued， is 

desired not for its own sake， but as a factor contributing to health: the demand for 

medical care is thus derived both from the demand for health and from the production 

function for health. Health care， in this view， has no intrinsic consumption value. 

Grossman's model has led directly to a substantial number of refinements and 

extensions: for example， the addition of uncertainty to the model (Phelps， 1976; 

Cropper， 1977); the determination of the optimal age profi1e for consumption of goods 
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hazardous to health (Ippolito， 1981). Muurinen (1982) offered a generalization of 

Grossman's model in which， in particular， she proposes to treat health care as both a 

consumption and an investment good. Grossman's model has also provided a 

theoretical basis for studying the effects of other factors than health care on hea1th. 

If the demand for health care ultimately derives from the demand and production 

functions for health， then determinants of health other than health care become 

relevant to the economist's enterprise， even if on the face of it they seem to fall 

rather under the purview of other scientists. 

N ot that such a theoretical basis was really necessary: Fuchs， for example， had 

written on the effects of motor vehicle inspections on fatalities before that， in 1967 

(Fuchs， 1967)， and Auster， Leveson and Sarachek had estimated a hea1th production 

function that considered the relative contributions to mortality of education， income， 

a1cohol consumption， and other behavioral/ environmental factors， as well as hea1th 

care (Auster， Leveson and Sarachek， 1969). Furthermore， cost-benefit analysis 

needed no justification to be applied to health-related programs， such as syphilis 

control (Klarman， 1963). But Grossman's work did give added legitimacy to including 

rather un-economic determinants of hea1th within the scope of health economics. 

Grossman's model has contributed to empirical studies that have investigated， for 

example， the determinants of neo-natal mortality (Corman and Grossman， 1985) and 

the effects of maternal behavior on pregnancy outcomes (Resenzweig and Schultz， 

1982). It has also been incorporated into a number of demand studies in developing 

countries (e.g.， Gertler and van der Gaag， 1990). 

The market for hospital services 

Much of the empirical research on hospitals has been concerned with hospital 

costs. It has sought to address， in particular， the following questions: (1) what 

factors account for differences in costs among hospitals at a given point in time? and 

(2)， in particular， are there economies of scale in hospital production? Studies 

concerned with the causes of cost escalation will be reviewed in a subsequent section. 

The second question is subsidiary to the first. In order to detect economies of 

scale， one has to show that， controlling for other factors， increasing hospital size is 

associated with decreasing average costs. Early studies had to contend with 

excessively aggregated output measures and inconsistent measurement methods (Lave， 

1966) . 

The existence of slight economies of scale became apparent early on (Mann and 

Yett， 1968; Hefty， 1969). Over time an increasing number of explanatory factors also 

became apparent: differences in case mix (Feldstein， 1965); the number and specialty 

mix of physicians (Salkever， 1972; Davis， 1973); wage rates and the spread of 

unionization among hospital workers (Salkever， 1975， 1972; Adamache and Sloan， 

1982); and the extent of competition among hospitals， with greater competition 

associated with higher costs (Robinson and Luft， 1985). 



10 医療経済研究 防 1.11994 

As Breyer (1987) has pointed out， estimation of hospital cost functions has 

proceeded mostly along two lines: there have been “ad hoc" studies， which regress 

some measure of unit cost against a list of intuitively reasonable predictors (e. g. ， 

Robinson and Luft， 1985); and “production theoretic" studies， which derive the 

functional form from the neoclassical theory of the firm (e.g.， Cowing and 

Holtmann， 1983). 

Whether “ad hoc" or “production-theoretic，" cost function specifications are 

implicitly describing models of hospital behavior. Especially during the 1970s， several 

attempts were made to describe the behavior of hospitals using more or less formal 

models. Following Jacobs (1974)， we can divide these models， with one recent 

exception， into two groups. The majority have treated the hospital as a unified 

organism， with one objective function or another; models in the smaller second group 

have attempted to represent the division of power between hospital administrators and 

physicians. 

As most hospitals were not-for-profit institutions with ostensibly benevolent 

purposes， the utility function arguments most often considered in the first group of 

models were quantity and quality of care， either singly or in combination (Long， 

1964; R. Rice， 1966; P. Feldstein， 1968; M. Brown， 1970; Newhouse， 1970a; M. 

Feldstein， 1971). Pauly and Redisch (1983) broke with that pattern when they 

proposed their “hospital as a physician's cooperative" model. They assumed “that the 

group of attending physicians on the hospital's staff enjoys de facto control of the 

hospital at any point in time" (p. 88). In their model，“the hospital operates in such a 

way as to maximize the net income per member of the physician staff" (p. 88). They 

were able at once to explicitly recognize an important institutional reality， and to 

represent it using a standard optimizing framework. The hospital was never again 

treated as a unitary organism. 

Harris (1977)， trained both as a physician and as an economist， took Pauly and 

Redisch's concern for descriptive accuracy one step further --but with less concern to 

remain within the standard optimizing framework. In his informal model， the hospital 

is the scene of a tug-of-war between physicians (who seek to ensure the hospital has 

adequate excess capacity to meet their needs) and hospital administrators (who are 

also trying to keep costs down). From this Harris infers that atte 
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donations. For-profits can now move more quickly to areas where there is a profit to 

be made， because they can shift equity capital more easily. Ultimately， Pauly 

conc1udes， ownership status has little bearing on hospital behavior --particularly 

since the ownership structure itself is a response to economic incentives. 

Efforts to model hospitals during the past twenty years， therefore， appear to 

have gone in two different directions: Harris (1977) leads us to an intimate account of 

the activities inside a modern hospital， and their significance for the day-to-day 

process of decision-making within the hospital; Pauly (1987) tries to provide an 

explanation of the underlying economic forces that drive the formation of not-for 

-profit as well as for-profit hospitals themselves. 

The market for physician services 

The first featute of the physician services market that attracted economists' 

attention was the anomalous prevalence of price discrimination in the presence of an 

inelastic demand curve. Economists offered in turn two general explanations for price 

discrimination. The first was that physicians acted as discriminating monopolists 

(Kessel， 1958; Newhouse， 1970b). Newhouse (1970b) in particular suggested that 

consumer ignorance gave physicians the opportunity to engage in price discrimination， 

and that physicians did so in a long-run， rather than short-run， profit-maximization 

perspective. 

An alternative general explanation for price discrimination， however， involves 

charity toward lower-income patients. Subsequent models incorporated this motive 

(Ruffian and Leigh， 1973; Masson and Wu， 1974). In much the same way as Pauly 

and Redisch (1973) had done， these researchers found a way to adapt standard 

modeling tools to what they perceived as institutional reality (see Rochaix [1990J for 

a more complete review) . 

With the spread of insurance， however， the relation between physicians' charges 

and the payments they received began to weaken. Interest turned to the positive 

association between physician density and utilization per capita in Canada and some 

Western European countries， where fees are fixed， and between density and fees in 

the U. S. (Reinhardt， 1985). 

Two schools of thought have emerged concerning these observations. The first 

has sought to explain them using neoc1assical theory， invoking differences in demand 

exogenous to physicians' decisions (Sloan and Lorant， 1976， 1977; Pauly and 

Satterthwaite， 1981); the second has argued that physicians are able to induce demand 

for their own services and will do so when under financial pressure (Evans 1974; T. 

Rice and Labelle， 1989). 

The issue has important policy implications. If physicians are able and willing to 

induce demand for their servIces， increasing the number of physicians or cutting their fees 

will result in increased utilization and， possibly， expenditures as well. In part because 

the issue has such large policy implications， it has attracted a great deal of attention. 
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Numerous empirical tests based on the associations between physician density and 

fees or uti1ization have been conducted (Fuchs， 1978; Wilinsky and Rossiter， 1981， 

1983; Rossiter and Wilensky 1983; McCarthy， 1985; Cromwell and Mitchell， 1986). 

They have ultimately proven inconclusive， because of the impossibility of controlling 

in an entirely convincing way for differences in demand across areas (Feldman and 

Sloan， 1988; Rice and Labelle， 1989; Rochaix， 1990): 

Another approach to testing for demand inducement is to examine physicians' 

responses to exogenous changes in their fees. Several such exogenous changes have 

been studied in the U. S.. The studies have suggested， rather more strongly than 

those using the first approach， the presence of demand inducement. None are entirely 

conclusive， again because of the impossibility of completely controlling for possible 

changes on the demand side (Holahan et al.， 1979; Rice， 1983， 1984; Mitchell et al.， 

1989; Rochaix， 1990). What is interesting， however， is that different observers 

analyzing the same studies have persisted in drawing opposite conclusions from them: 

some， that any demand inducement that occurs is too small to threaten the validity of 

conventional supply-demand analysis (Feldman and Sloan， 1988， 1989); others， that 

the evidence for demand inducement is so strong that a new analytical framework 

needs to be devised (Evans， 1981; Rice and Labelle， 1989). 

A recent study of particular interest focuses on the effects of cuts in Medicare 

fees for several procedures in 1988. Reaching for a new level of clinical detail， Yip 

(1993) has found that cuts in Medicare fees for Coronary Artery Bypass Grafts 

(CABGs) had three important effects: (1) an increase in CABGs on Medicare patients; 

(2) an increase in CABGs on non-Medicare patients; and (3) an increase in the 

average number of vessels grafted (the fee rises with the number of vessels). Her 

study is also significant for its use of private-payer as well as Medicare claims data. 

Taken together， the empirical evidence suggests rather strongly that demand 

inducement does occur， and there are probably few health economists today who 

would entirely deny its existence. In spite of continued questions concerning its 

extent， policy-makers have been taking it into account in at least some instances. 

For example. the setting of the conversion factor for the Medicare Fee Schedule 

assumed 

The escalation in health care costs 

As health care costs have continued their inexorable rise in most developed 
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countries， and especially in the U .S.， health economists have sought to explain the 

underlying causes of this escalation. A1though one can find in the literature of the 

sixties many of the same general causes 1isted as are commonly invoked today， there 

has been a shift in relative emphasis and an increase in precision of understanding. 

Early analyses of the market for hospital services sought to account for rapid 

increases in hospital costs. Some pointed to， among other factors， increases in the 

costs of specific inputs， including wages and facilities (Davis， 1974). M. Feldstein 

(1971) saw increases in input costs as resu1ting from an increase in demand， itself due 

to such factors as increases in insurance coverage， personal incomes， and the 

availability of hospital-oriented specialists. 

Among the causes of increased demand， insurance came to be viewed as the 

major culprit. To quote Pauly (1986): "lndeed， it is not too much of an exaggeration 

to read many diagnoses of the reason for ‘excessively' rising medical care costs as 

going back to a single cause --the nature， amount， and form of health insurance" 

(p.630). Proposed palliatives focused on the tax subsidization ofemployment-based 

health insurance (Pauly， 1986). 

As Newhouse (1992) has pointed out， however， given the price elasticity of 

demand implied by the RAND HIE， the actual reduction in the average coinsurance 

rate from 1950 to 1980 (67 to 27 percent) can account for only about one eighth of 

the five-fold increase in real expenditures per person during the period. Newhouse 

(1992) has estimated that aging， the spread of insurance， income growth， supplier 

induced demand and differential productivity growth， together account for well under 

half of the rise in real health care expenditures. The remainder is most likely 

attributable， in his view， to technology. 

But are technological advances exogenous or endogenous? Feldstein (1973)， 

Newhouse (1978) and Russell (1979) suggested that higher levels of insurance could 

stimulate a too-rapid development of technology， which would in turn contribute to 

cost escalation. Goddeeris (1984a， 1984b) highlighted the endogeneity of the definition 

of health care --and hence of insurable technologies --under insurance contracts. 

Weisbrod (1991) developed these arguments， arguing that health insurance， by 

assuring a profitable market to developers of new medical technologies， has greatly 

con 
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Health economics and public policy: Setting prices for hospital and physician 

servlces 

In the U. S.， until the Medicare and Medicaid programs came into effect in 

1966， the government's role in the health care sector was relatively limited. It was 

only some time after the inception of those programs that the mechanisms by which 

government intervention influences market outcomes began to be investigated. Due to 

space limitations we focus our attention on the development of pricing systems for 

hospitals and physicians. 

Failure to control rising hospital costs led Congress to legislate the Prospective 

Payment System in 1983. Based on a methodology developed at Yale University 

(Mi11s， Fetter， Riedel and Averi11， 1976; Fetter et al.， 1980)， the Diagnosis-Related 

Group (DRG) system changed Medicare's payment of hospitals from a retrospective to 

a prospective system. Under the DRG system， Medicare pays hospitals a fixed amount 

for each admission， based on diagnosis codes and procedures performed， with some 

adjustment for teaching hospitals. 

A1though development of the DRG system itself owes more to operations research 

than to economics， economists had discussed the effects of economic incentives on 

hospitals for some time. Hellinger (1979) had highlighted the need for exercising 

control on comprehensive measures of costs， to avoid cost-shifting; Lave， Lave and 

Silverman (1973)， while finding that rate regulations in Western Pennsylvania had 

had little effect， discussed two potential incentive reimbursement systems， including 

one put forward by the American Hospital Association; Biles， Schramm and Atkinson 

(1980)， using later data， reported evidence that state rate-setting programs could be 

effective. Although the evidence on the likely effectiveness of prospective payment as 

opposed to more market-based approaches remained mixed， these studies and others 

helped frame the debate that led to the passage of the 1983 legislation (Altman and 

Ostby， 1991). The legislation in turn provided much grist for subsequent economic 

analysis. 

For example， Morrisey， Sloan and Valvona (1988) confirmed that， as expected， 

average length of stay for Medicare patients declined substantial1y following 

introduction of PPS. Russel1 and恥1anning(1989) concluded that PPS did succeed in 

reducing Medicare hospital expenditures substantially， while leading to only a small 

increase in out-of-hospital spending. Ginsburg and Carter (1986) found that 7 out of 

the 9. 2 percentage poin 
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severe inequities. Research pointed out that average fees for the same procedure could 

vary three or even four-fold across geographic areas --much more than any 

differences in input costs or quality could account for (Burney， Schieber et al.， 

1978). Moreover， average relative fees for physician services bore little relation to 

time， effort， skill or resource cost requirements， with invasive procedures much more 

generously remunerated than visits (Hsiao and Stason， 1979). Based on these 

findings， Congress mandated the development of a Resource-Based Relative Value 

Scale (RBRVS) (Hsiao et al.， 1988) and of geographic practice cost indices (Welch， 

Zuckerman， Pope and Henderson， 1989). Then， in 1989， it mandated that an RBRVS 

-based fee schedule be phased in between 1992 and 1996. The reform was 

accompanied by provisions to restrict balance billing by physicians， limit the growth 

in physician expenditures using expenditure targets， and fund the development of 

practice guidelines. 

Thus studies that had a very large impact on policy (particular1y those that 

actually produced the DRG and RBRVS systems) were not， at their core， economic 

studies. They involved statistical， rather than econometric， data analyses， and were 

not designed to test hypotheses derived from formal economic models. But their 

adoption for use as policy instruments was motivated in an important way by 

economic arguments concerning provider incentives. A1though some have argued that 

descriptive studies have the larger influence on policy (1.， Brown， 1991)， such studies 

are initiated and interpreted on the basis of a theoretical framework heavily influenced 

by the work of health economists. 

NORMATIVE EVALUATION 

Normative evaluation in health care， as in other fields of activity， is made 

according to two criteria: efficiency and equity. Although there can exist a trade-off 

between the two， they have been for the most part treated separately in the 

literature. 

Efficiency 

Arrow's 1963 paper，“Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care，" 

was the first to subject the health care sector to a rigorous welfare analysis. Arrow's 

argument can be summarized simply: (1) uncertainty and the impossibility of creating 

complete markets for risk-bearing influence the nature of available health insurance as 

well as other characteristics of the health care sector， such as licensure of physicians 

and the ethical imperatives to which they are bound; (2) these characteristics in turn 

prevent the market from becoming more competitive， and hence， from moving toward 

Pareto-optimality. This then justifies the government， Arrow argued， in providing 

insurance where the market failed to do so. 

Commenting on Arrow's paper， Lees and Rice (1965) suggested that transactions 
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and sel1ing costs in fact accounted for the incompleteness of insurance markets. 

Government-funded provision of insurance may then not be optimal. Arrow (1965) 

replied， in essence， that transactions and selling costs became largely irrelevant under 

compulsory government provision of insurance. Pauly (1968) offered a more 

compel1ing reason for doubting that the government should undertake to insure 

consumers against all health care risks: moral hazard. Since insurance reduces the 

cost of medical care， and since the quantity of medical care consumed is determined 

at least in part by the consumer， insurance tends to lead to excessive consumption. 

Pauly's argument implied a trade-off between the risk-bearing benefit of 

insurance， and the cost of excess medical care consumption due to overinsurance. In 

a classic paper， M. Feldstein (1973) estimated that， on net， raising the average 

coinsurance rate from 0.33 to 0.67 would result in net welfare gains in the private 

hospital sector greater than $27.8 bi11ion (in 1984 prices). Feldstein， however， had to 

rely on relatively crude estimates of the price elasticity of demand and of the degree 

of risk aversion among consumers. Results from the RAND Health Insurance 

Experiment (Manning et al.， 1987， 1988) allowed Feldman and Dowd (1991) to 

estimate that the net welfare loss， given the trade-off between risk bearing and 

excess consumption， was between $33.4 and $109.3 bi11ion in 1984. 

The theoretical basis for such analyses has， however， recently come under 

question. Feldman and Dowd assume， as conventional welfare analysis does， that the 

demand curve can be used to estimate consumer welfare. Phelps and Parente (1990) 

and T. Rice (1992) have proposed that appropriateness of care should instead provide 

the basis for measuring consumer welfare. The underlying argument， once again， is 

rooted in uncertainty: as Weisbrod (1978) has pointed out， consumers often have no 

way of knowing how much they wi11 gain from care they are about to receive， or 

even how much they have gained from care already received. Their lack of 

information， which allows physicians to influence the care they are wi11ing to 

purchase， also casts into doubt the validity of their valuations (T. Rice， 1992) . 

Pauly's (1968) moral hazard argument also led in another direction. If moral 

hazard leads to excess health care consumption， then reducing the completeness of 

coverage by means 

Equity 

Consideration of distributional issues in health care has been motivated， first of 

all， by the presence of distributional externalities (Lindsay， 1969; Culyer， 1971; Pauly 

1971). There is a virtual consensus today that such externalities justify the 

subsidization of health care to the poor (Pauly， 1986). Rather than rely on individual 

consumer valuations of equity， others have proposed that health care be viewed as a 
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merit good: the judgment that subsidization is justified then passes to the social 

planner. The thorny problem implied by the choice between these two justifications 

can be avoided by invoking morality as the grounds for subsidizing health care for the 

poor (Sen， 1977; see Culyer [1981J for a review) . 

One strand of the subsequent literature has sought to define more precisely what 

is meant by equity. Mooney (1983， 1986) and Le Grand (1982， 1987， 1991) have 

identified several possible definitions， including for example “equality of access" and 

“equality of health." Culyer and Wagstaff (1993b) have further shown that these 

definitions are incompatible with each other. A second strand has aimed to evaluate 

the equity of health care systems as a whole， including cross-national comparisons 

(van Doorslaer et al.， 1993). 

CONCLUSIONS 

Health economics has made substantial strides in the depth and precision of its 

understanding of the working of the health care sector， in its ability to predict the 

effects of policy interventions on costs， access and even health outcomes， as well as 

in its development of tools for the evaluation of particular policies and health care 

systems. The development of QALYs， in spite of their limitations， has marked a real 

advance over cost-benefit and simple cost-effectiveness analysis. 

The RAND Health Insurance Experiment has led to surprising progress in 

understanding the demand side， as well as some important aspects of the supply side. 

We now have remarkably solid estimates of the effects of changing individual co 

-insurance provisions on health care expenditures， utilization by type of service， and 

health outcomes. Furthermore， we can distinguish between effects on the poor as well 

as the non-poor. The RAND HIE has also confirmed theoretical predictions that pre 

-paid group practice leads to lower utilization than fee-for-service care. 

On the supply side， theoretical and empirical analysis of physician behavior has 

highlighted the need to take into account physicians' ability to induce demand for their 

services when they are under economic pressure (although the magnitude and precise 

character of such responses remain in doubt). Our theoretical and practical 

understanding of how hospitals work has increased， allowing some measure of 

confidence in predicting the effects of further changes in hospital payment methods. 

The way in which insurance coverage and technological development interact to fuel 

the escalation of health care costs is being described in growing detail. 

We do not yet， however， have compelling theoretical models of physician， 

hospital or insurer behavior. The inherent complexity of the health care delivery 

system， its rapid evolution， and the difficulty of obtaining detailed data on hospital 

and physician behavior， have slowed progress on the supply side. The disparity in 

understanding between the demand and supply sides is evident in the design of recent 

U .S. health care reform simulation models. All of these have been able to represent 
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consumer behavior in much greater detail， and with much greater confidence， than 

the behavior of physicians， hospitals and insurers (Hsiao et al.， 1993). 

The evolution of health economics reflects the evolution of policy concerns. The 

initiation of the RAND HIE， the development of DRGs and of the RBRVS， all were 

stimulated by policy-makers' needs. That this would be so is hardly surprising， in a 

context where most research is funded on a project-by-project basis by federal or 

state governments， or by policy-oriented private foundations. 

Yet even with such a strong policy focus theoretical controversy has emerged: in 

the measurement of health states， in the modeling of physician behavior， in welfare 

analysis. Underlying all these tensions are different degrees of commitment to the 

neoclassical framework. Evans (1981)， Phelps and Parente (1990) and Rice (1992) 

have begun to develop a1ternative theoretical frameworks. If Kuhn (1970) is right， 

only when a more complete and compelling alternative to the neoclassical framework 

(a new paradigm) emerges is the neoclassical framework likely to be abandoned. 

More extensive and detailed empirical analysis than has been done until now may 

help such an a1ternative to emerge. As Phelps (1992) has pointed out， early work in 

health economics relied on aggregate data， such as state-level mortality rates. Further 

advances called for the collection and analysis of finer data， such as household 

surveys of medical expenditures， and the data collected for the RAND Hea1th 

Insurance Experiment. The frontier health economics has now reached involves the 

collection of clinically detailed data. As noted above， Yip (1993)， for example， has 

looked for (and found) evidence of demand inducement by examining changes in the 

volumes and proportions of one to six-vessel coronary artery bypass graft operations 

following reductions in fees for these procedures. The accumulation of such studies 

may well lead， through an inductive process， to the formulation of a richer and more 

useful theoretical framework. It may also， in so doing， allow questions to emerge 

that the current neoclassical framework obscures (Evans， 1981). 
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Abstract 

The Japanese government should be commended for establishing the Institute of 

Health Economics and Policy. The study of Health Economics has been long in 

forthcoming in J apan and hopefully， through this effort， more recognition and 

attention will be given to this growing field， already acknowledged for several 

decades in other countries like the U. S Issues which could hinder the success of the 

Institute are restrictions on data and research and limited recognition of the field by 

those outside the Institute. 
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I . Introduction 

Over the last few decades， hea1th economics has emerged as a vibrant discipline in 

the U. S and Europe. The rising interest in hea1th economics has been driven by both 

the rising importance of service in developed countries and also by the perceived need 

to control the rising cost of health care. The rise of hea1th economics has fostered a 

variety of new and exciting interactions between government， industry， and academia， 

as governments， payers and providers have drawn upon economists' thinking on such 

subjects as cost-benefit analysis， the theories of moral hazard and adverse selection， 

and imperfections in insurance markets. These interactions have led to many 

substantive changes in policy and， even more importantly， in how policy debates are 

founded. 

With the establishment of the Japanese Institute of Health Economics and the 

J apanese J ournal of Health Economics and Po1icy， we are hopeful that the benefits of 

active， robust， and rigorous economic inquiry will take root and grow in Japan. 

Furthermore， we are hopeful that a collaborative approach will be adopted in the 

development of health economics in Japan. Collaboration with colleagues in other 

countries should be the watchword of J apanese health economics for three reasons. 

First， many of the tools which have been honed in the U .S. and Europe by hea1th 

economists will be of great use to J apanese researchers as well. To derive the 

greatest benefit from these tools， interchanges between Japanese and foreign health 

economists is critical. Second， to ensure the highest quality and most rigorous 

research， a wide and knowledgeable audience should be sought for work in Japanese 

health economics. Third， often the most interesting insights into the workings of a 

complex system (such as health care) arise from comparisons of separate and disparate 

systems. Thus， some of the most powerful insights in J apanese hea1th economics are 

likely to come via comparisons and contrasts with other systems. 

Our purpose in this paper is two-fold. First， we wish to raise our voices in support 

of the establishment of the Institute. We are thrilled to see the burgeoning interest in 

health economics in Japan， and we be1ieve that institutionalizing this interest provides 

truly exciting opportunities for new contributions to the developing understanding of 

hea1th systems. Second， we wish to offer our suggestions pertaining to the structures 

and functions the Institute should adopt to best achieve its lofty goals. 

In Section II， we express our excitement towards estab1ishment of the Institute and 

propose some ways to promote health economics in Japan. If this discipline is to be 

accepted， it is critical for others to understand why health economics is important. 

We must promote a research environment which maximizes academic freedom. In 

Section III， we provide an overview of health economics research at Stanford， giving 
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special attention to the University's Comparative Health Care Policy Research Project 

which was established in 1990. The Project's experiences may provide some useful 

insight into future U. S. -J apan joint projects and health economic studies using 

Japanese data. We would be very pleased if our experiences can help the Institute 

better understand what is necessary to quickly initiate a successful research effort. 

11 . Mission of Promoting Health Economics in Japan 

The Institute's statement of purpose begins by declaring that theoretical research and 

analysis of health economics and health care policy in J apan have not developed 

enough to affect the decisions of health care policy makers or managers of the 

medical insurance system. The Institute attempts to address this problem by 

promoting the study of hea1th economIcs. The mission of the Institute is ambitious， 

exciting and constructive. The Institute will attempt to establish an academic 

discipline，“health economics，" which， strictly speaking， does not yet exist in Japan. 

This is in contrast to many other countries including the U. S.， Canada， and U. K. 

where there are many health economists. It is ironic that Japan is doing a good job 

of providing universal care and containing costs without health economists while the 

United States is not achieving either of these goals， despite an army of health 

economists.l It is important for government officials to realize that the findings of 

health economists will not always compliment their decisions， but rather， as we 

elaborate below， may create a formidable， but ultimately healthy and constructive， 

challenge to policy makers. The contribution of health economists is to enlighten the 

debate so that policy can be formed using the best information available. 

The establishment of health economics research in J apan is important. Hopefully， 

with the founding of the Institute， a tradition of open inquiry and rigorous analysis 

will begin in the health care field in Japan. The establishment of the Institute 

provides a benchmark for the birth of a new research field， in itself a great 

achievement. However， the true challenge is not merely the birth of the field， but 

stimulating and guiding the growth of research and ensuring sustained interest. 

For this challenge to be met successfully， there are several conditions which must 

prevail in Japan. Namely， data must be readily available to researchers， a laissez 

-faire research environment must exist， and interaction between policy-makers and 

researchers must be promoted. To attract enthusiastic researchers to any field， these 

conditions must be met and because health economics is so new in Japan， it is 

especially critical. Researchers are unlikely to commit to a field that has data and 

research restrictions and that has negligible impact and respect from the government. 
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Data Availability 

The absence of health economics research in J apan has been mainly due to a lack of 

interest among economists to study the hea1th care field. This lack of interest has 

been partially caused by the unavailability of interesting data (specifically micro data) 

in Japan. Some have argued that providing micro data may jeopardize the 

confidentiality of patients. However， countries that release individual data for 

research purposes every effort to protect patient confidentiality and have had success 

in doing so. Thus， although patient confidentiality is critical， it should not obstruct 

scientific study since it is possible to achieve both simultaneously. The Institute claims 

that one of its main responsibilities is“collecting information on Health Economics 

and distributing it to the members." This is a critical step in promoting hea1th 

economics.Otherwise， Japanese economists will not be attracted to the hea1th 

economics field and will continue to study other fields such as international trade and 

finance. 

As we mention above， Japanese micro data are not current1y available to researchers. 

At the moment， only aggregated data in published government reports， such as Kanja 

Chosa (Patient Survey)， Shakai Iryo Shinryokouibetsu Chosa Hokoku (Point Survey) ， 

and Iryo Shisetsu Chosa (Facility Survey)， are available. We strongly hope that the 

Institute will provide health researchers with access to Japanese micro data， such as 

individual data collected in the above mentioned surveys. Access to such data is 

crucial in conducting “exciting" health economic studies. Such studies allow 

researchers to investigate critical questions addressing the structure and performance 

of the Japanese health care system. Furthermore， we hope that access to data will not 

be limited to “members" of the Institute. To do so would only create another 

restriction which would be counter-productive to the Institute's goal of promoting 

health economics as an exciting academic field within Japan. The availability of such 

data and the possibilities for research studies would also go a long way towards 

generating interest in the Japanese health care system among health economists 

outside of Japan. 

Access to data is powerful and it will undoubtedly stimulate interest among innovative 

economists. To provide such important data to a limited group would certainly create 

bias in research and lead to questions of integrity. As stated， the ambition of the 

Institute is to create a new academic discipline，“health economics." The availability 

of data should be used as an incentive to attract economists rather than to restrict 

them from the field. Those who restrict access to data are often accused of favoritism 

and will be strongly criticized both domestically and abroad. Data should be made 

available to researchers without prejudice， namely， the Institute should adopt an 

“open data" policy. In order to do so， the official publication of the Institute， J ournal 

of Health Economics and Policy， should consider adopting a policy to make data from 
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published articles available to other researchers. One example of a publication which 

honors such a policy is the Journal of Human Resources which states，“Authors of 

accepted manuscripts will be asked to make their data available to other analysts 

from a date six months after JHR publication for a period of three years thereafter." 

Such a policy ensures the integrity of the published work and will go a long way 

towards establishing respect for the field. 

Laissez-faire Research Environment 

Health economics must be conducted in a laissez-faire environment， with researchers 

having unlimited freedom to choose the topics of study and generous access to data. 

As economists， our job is to challenge and critique conventional wisdom and to test 

our hypotheses in an analytical manner. Clearly， we believe that our contributions can 

be highly valuable. However， if we are not allowed to formulate and evaluate 

unconventional hypotheses and are restricted from access to data， any attempt to 

improve the level of knowledge and understanding of the Japanese health care system 

would be seriously compromised if not futile. 

Two of the most powerful groups in any health care system are doctors and 

bureaucrats. This is true in many countries， but especially so in Japan. Therefore， 

perhaps it is not surprising that some of the most formidable challengers to health 

economists are doctors and bureaucrats. There is a joke that says doctors only 

acknowledge three classes: doctors， patients， and pharmaceutical salesmen. Whether 

or not the joke has a semblance of truth， it is arguable that traditionally， doctor 

have rarely been challenged by anyone with regards to their medical decisions. Therefore， 

it is not surprising that economists tend to offend doctors when they question what 

doctors believe to be “conventional wisdom." In Japan， doctors， still heavily swayed 

by their traditional hierarchy， often do not acknowledge the opinions of health 

economists. In the United States， leading health economists such as Victor Fuchs and 

Alain Enthoven fought to convince doctors of the valuable contributions of health 

economics several decades ago. Without such predecessors， Japanese economists must 

start a similar struggle today. 

Economists also challenge bureaucratic authority. J apanese bureaucrats have 

strong political influence and perform a wide variety of duties. Within the 

Japanese system， they are the policy-makers who introduce new laws and 

regulations as well as the enforcers of these same laws and regulations. 

Therefore， they must also defend existing policies against criticism. In addition， 

they occasionally act as reformers who introduce new concept， such as improving 

care for the elderly. Unfortunately， these same bureaucrats who hold such political 

power， also control access to data. So， the situation in J apan is: the same bureaucrats 

who do not want direct challenges to their policies also hold the key to potential 
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challenges. However， an active interchange which continually seeks to find answers to 

difficult questions and better ways to achieve shared goals is critical to the improve 

ment of a system as important and complex as the J apanese hea1th care system. 

It is easy to see inherent difficulties and barriers to conducting empirical health 

economic research in Japan. Academics question the validity of current policies， but 

also dispute the feasibility and desirability of reform. When Koseisho presents its 

“visions" for the future， academics pose a myriad of questions. Few people in 

positions of authority like to be asked many questions. If economists challenge 

seemingly conventional wisdom by aggressively conducting empirical research which 

strives to shed new light on established beliefs， we are certain that sooner or later， 

some economists will succeed in offending government officials. Therefore， restricting 

data from economic researchers may be understandably tempting to those who want to 

avoid intensive opposition. However， as researchers and academics， our intent is to 

seek a new and better understanding and to create knowledge， regardless of whether 

it contradicts or supports established policies. 

By conducting health economics research， it is inevitable that economists will invade 

the “sacred ground" of bureaucrats and doctors. Economists consider it to be their 

responsibility to ask tough questions and to challenge conventional wisdom. 

Unfortunately， these challenges to conventional wisdom may be interpreted as direct 

challenges to the authority of doctors and policy-makers who are consequently 

offended by such questioning. We prefer to emphasize the contribution to knowledge 

gained through empirical research and its role in helping doctors and policy makers to 

be better informed decision makers. 

Alain Enthoven once said “those of us [meaning economistsJ who believe in pricing 

control should return their doctorate degree in economics to their universities." He 

said this somewhat jokingly， however， this is not entirely untrue. As economists， 

most of us strongly believ~ in the market mechanism， and regard price setting (e.g. 

on pharmaceutical prices) by authorities as unfavorable. Using empirical data， health 

economists may find many negative side effects of J apanese pricing control. They will 

pose tough challenges to policy-makers who endorse price controls and it is these 

challenges， backed by empirical research， that policy-makers and doctors are 

unwilling to face. 

The Institute， in its efforts to establish and promote hea1th economics in Japan， 

should adopt an open data policy and promote an environment of wide academic 

freedom to economists. Some of the studies conducted by economists will surely anger 

either policy makers or doctors if not both. However， this potential adversity should 

not prevent the growth of a very exciting and useful academic field and foreclose the 

contributions the field has to offer. 
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Promoting Policy Debate 

As an example of how health economics can have constructive effects on policy， we 

offer the following example from the U. S. In December 1993， several weeks after the 

unveiling of President Clinton's Health Care Reform Bill， a group of economists 

gathered in Princeton， New Jersey， and organized a two-day conference for the 

purpose of debating the President's proposal from an economic angle. The meeting 

was sponsored by the Robert Wood J ohnson Foundation and hosted by the Princeton 

University. Many prominent economists， including both supporters and opponents of 

Clinton's Plan， attended. 

Ira Magaziner， the White House's Senior Advisor for Policy Development， presented 

the view of the administration， and was promptly challenged by Professor Enthoven. 

Government economists， such as Alice Rivlin， Deputy Director of the Office of 

Management and Budget， defended the administration's plan. Spending an afternoon 

with a group of economists was probably not something Mr. Magaziner relished， but 

the important facts were (1) there was an opportunity for economists to debate the 

merits and shortcomings of the health care plan， and (2) Mr. Magaziner participated 

in the debate. Papers presented in the debate were published in Health Affairs. 

Similarly， the newly established Institute can provide a forum for health researchers 

to debate policies. In addition， those who analyze the micro data can provide useful 

information to policy makers about the implications of their projects. 

111. Research at Stanford University 

Health Economics Studies at Stanford University 

Stanford University is home to a number of very prominent economists working on 

issues related to health economics. Some focus exclusively on the field while a 

significant number of others conduct research in health economics as a component of 

applied economics research. Because of the substantial amount of data accessible to 

researchers， many graduate students in economics also choose to write doctoral 

dissertations in the field of health economics. Unlike the Japanese government， both 

federal and state governments in the U. S. have provided economists with almost 

unlimited access to data. 

American health economists are indebted to a number of talented researchers who 

shaped health economics into a prominent and highly regarded field. Without such 

strong predecessors， students of health economics would still face obstacles in 

obtaining data and conducting research. Several of these innovative researchers are at 

Stanford today. One of the most prominent members of the University is Kenneth 
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Arrow， winner of the 1972 Nobel Prize in Economics. His paper，“Uncertainty and 

the Welfare Economics of Medical Care川 continuesto be recognized as one of the 

seminal works in health economics. 

Also at Stanford are two of today's most eminent health economists， Victor Fuchs 

and Alain Enthoven. Fuchs， currently president of the American Economic Association 

(AEA)， is a prolific author， having published numerous books， including主h旦E旦旦盟

of Hea1th Policy2 and The Health Economy3. He is equally well-known for his journal 

articles， some of which have sparked controversy. One example is his model of 

physical-induced demand for medical care4
• Fuchs is also a popular professor on 

campus; he teaches a class entitled “Economics of Health and Medical Care" which 

invariably draws a large number of both undergraduate and graduate students. Fuchs 

challenges his students and encourages classroom discussion. 

Since both economics and medical students enroll in his class， many lively debates are 

held between those who believe in and those who doubt the significance of economics 

in the field of health care. This year， Fuchs was the keynote speaker at the 

graduation ceremony for the Department of Economics. Both students and family alike 

appreciated his insightful speech on the current health care debate. 

Professor Alain Enthoven is widely known as the ‘'father of managed competition." 

Today， he is recognized as one of the most formidable opponents to Clinton's health 

care reform. He has had numerous unique experiences， reaching. beyond academia. 

Under the Kennedy and Johnson administrations， he served in top positions at the 

Department of Defense. Asked if there were any similarities between being in the 

Pentagon and being a health economist， his wry response was that the two 

experiences were essentially the same. In the Pentagon， he fought with generals in 

uniforms who have little respect for civilians. Now， in trying to reform the hea1th 

care system， he fights doctors in white uniforms who have little respect for 

economists. Enthoven has also probed the business world as a the manager of a 

health care company. Therefore， having the experience of being a top government 

official， business executive， and academic， Enthoven is very influential in policy 

-making. In fact， many of the current health care bills， such as the President's Plan， 

Cooper's Plan， and Chafee's Plan all use elements from Enthoven's idea of managed 

competition.On campus， he is a popular professor at the Graduate School of Business 

and many students attempt to enroll or audit his classes. Enthoven directs a special 

MBA program offered to those with a medical background. By providing MBA 

training to doctors， Enthoven has envisions of creating a platoon of highly proficient 

health researchers who will direct the future health care system. However， he once 

lamented that too many of those with joint MD/MBA degrees become venture 

capitalists and leave the field of medicine and health research. 

Today， these is a new class of technical1y oriented health economists. Alan Garber 
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has distinguished himself in this new class. With both a medical degree and a 

doctoral degree in economics， Garber is currently an Associate Professor at the 

Stanford Medical School. Therefore， he has the distinction of being one of the few 

economists who can actually touch patients. With his unique background， he has a 

definite advantage over other economists---he is able enter the sacred ground of 

physicians. One of his best-known works is an empirical study he did with Victor 

Fuchs， comparing doctors who are professors at the medical school and doctors who 

practice in the community5. He wanted to see if there is a significant difference 

between the two groups of doctors in terms of outcome， cost， and intensity of their 

practice. Controlling case mix， he found that doctors on the medical school faculty 

provide more intensive and costly treatment than community doctors. However， there 

was little difference in terms of outcome.This discovery apparently upset some of the 

Stanford faculty. Furthermore， Garber has conducted very technical studies， including 

one with Thomas MaCurdy， a well-known health economist and econometrician， 

entitled “N ursing Home Discharges and Exhaustion of Medicare Benefits.，，6 Garber has 

also provides academic advice to various policy-making groups， including the Office 

of Technology Assessment(OTA). 

Comparative Health Care Policy Research Project 

The Comparative Health Care Policy Research Project was initiated at Stanford 

University in 1990 with the cooperation and support of the Japanese Ministry of 

Health and Welfare (Koseisho). Building on Stanford's long and distinguished record of 

research in medicine and health issues， the purpose of the project is to make the 

study of Japan an integral part of international comparative health policy research at 

the University， and in turn， to make Stanford a leading center on J apanese health 

policy in the United States. The goal is to see what experiences and policy 

recommendations might be shared internationally， as all nations grapple with the 

growing importance and challenge of providing effective yet affordable health care. 

The Asia/Pacific Research Center (A/P ARC) serves as the administrative home for the 

project. The Director of the Project is Daniel Okimoto and the Deputy Director is 

Alan Garber. Members of the board of directors for the Project include Alain 

Enthoven and Mark Hlatky， chief of the Division of Health Services Research at 

Stanford Medical School. 

The Project is truly multidisciplinary， since Stanford believes that complex issues 

related to health care can be best understood if they are examined from a variety of 

perspectives. To do this， faculty participants have been brought together from the 

Medical School， Law School， Graduate School of Business， and the Departments of 

Political Science， Economics and Sociology. Graduate students from these schools and 

departments serve as research assistants for the project. Also， we were recently 

joined by Michael Calhoun， former Chief of Staff of the U.S . Department of Health 
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H uman Services. 

The two main missions of the Project are (1)to understand the Japanese hea1th care 

system accurately and to use its experience to improve the U.S.system， and (2)to 

inform J apanese hea1th researchers and policy makers of the advantages and 

disadvantages of a market oriented system. Even though many Japanese believe that a 

market mechanism in the health care system is totally inappropriate， the market 

mechanism should not be dismissed without further study. 

Because of the successes of the program to date， the expanding scope of project 

activities， and the importance of this timely research， we recent1y undertook a 

successful endowment campaign， enabling us to create at Stanford， a permanent 

center for the comparative study of hea1th care in Japan and the other industrialized 

notions. 

Initial Challenges 

As described above， the Project was established to study the health care systems of 

different countries， giving special attention to J apan， thereby attempting to provide 

useful policy implications for U. S . po1icy-makers. We immediately encountered 

several major challenges. 

To conduct a health care policy study that focuses on Japan， clearly， all members of 

the research team must have at least basic knowledge about both Japan and hea1th 

care. Unfortunately， specia1ists on Japan had very limited background in hea1th care 

research while most American hea1th care experts were neither familiar with Japan， 

nor had an interest in learning about the system. 

Gaining a thorough understanding of the J apanese health care system in the U. S. was 

very difficult process， but one which we felt was imperative for a successful U .S. 

-Japan study of health care policy and economics. A weekly study group was 

organized and we boldly attempted to understand Japan's hea1th insurance system， its 

fee schedule， and J apanese hospitals. What is the definition and actual function of 

Japanese hospitals， byoin， and differences with American hospitals? What is iηo 

hojin? What are difference between hospitals and clinics? What are geriatric (roJin 

byoin) hospitals? 

We are indebted to our J apanese friends for their selfless support and encouragement. 

Many of our tutors were Koseisho officials stationed in the U. S. We would 1ike to 

acknowledge the imperative contributions of Yasuhiro Fujii， Junichi Shiraishi， and 

Shiro Yamasaki， Toshihiko Takeda， and Nobuyuki Takakura. In addition， we 

organized monthly informative seminars to further learn about the Japanese system. 
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Invited speakers included: Professor Shigekoto Kaihara， University of Tokyo; Dr. 

Toshitaka N akahara， J apan Institute of Public Health; Professor Tsuruhiko N anbu， 

Gakushuin University; Professor Shigeru Tanaka， Keio University; Professor Ryu 

Niki， J apan Social Welfare University. Many policy makers from Koseisho also were 

also invited lecturers: Mr. Masataka Koda， Mr. Ken Shimomura， Mr. Nobuharu 

Okamitsu， Mr. Masaru Wada， Mr. Akio Ono. 

These professors and policy makers， with their first-hand insights and experience， 

helped us immeasurably. As result of such efforts， researchers at the Project now feel 

comfortable with the Japanese system and terminology. 

ThβProject recently completed a book， published by Faulkner & Gray， about the 

Japanese universal insurance system. The book is titled Japan's Health System: 

Efficiency and Effectiveness in Universal Care7
• It is a descriptive book on the 

J apanese health care system， covering a wide range of topics， including health 

insurance， geriatric health care， and use of medical equipment. The publication of the 

book represents the culmination of our learning stage. Although it took us two years 

to become comfortable with the Japanese system， we now believe that we are well 

prepared to conduct more extensive studies of the system. 

One of our main commitments is the comparative study of teaching hospitals in J apan 

and the United States. We are conducting this study in collaboration with the 

University of Tokyo. The first phase of the study has already generated two 

publications，“Performance， Characteristics and Case Mix in J apanese and American 

Teaching Hospitals， ，，8 and Medical Ivory Towers and the High Cost of High Cost of 

Health Care: A Comparison of Teaching Hospitals in the United States and Japan9
• 

We are now conducting the second stage study which are more in-depth analyses of 

the two university hospitals: University of Tokyo Hospital and Stanford Medical 

Center. We would especially like to thank the gracious and generous help of Dr. 

Shiegekoto Kaihara from the University of Tokyo without whom this study would not 

be possible. 

Despite much support from our new Japanese friends and colleagues， we must also 

mention that we have encountered negative reception from some established health 

care researchers in J apan. Perhaps they felt we， the inexperienced new-comers， were 

encroaching on their territory. In fact， our experience with these few， but defensive 

academics who were accustomed to safeguarding their field， was so grave that we 

feel it merits a warning from us. Whi1e most in the field of academia feel that 

academic competition fosters new ideas and improves the quality of research， these 

few academics apparently did not share this idea. It is likely that unless their 

conservative opinions are changed， the future of health economics is doubtful. They 

must be convinced that there is much room and need for the ideas and contributions 

of economists who share the desire to improve the current system through quality 
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research and constructive debate. Perhaps， especially in the field of health care 

research， conservative protectionism by these academics exists due to a small number 

of players. It is a sort of oligopolistic academic equi1ibrium. We strongly hope that， 

as the barriers to entry fall， Japanese health economics and the Japanese health 

system wi1l be the beneficiaries of the resulting academic competition. 

Recently， our research and activities have expanded beyond J apan. Today， we are 

also conducting joint research projects with colleagues in Singapore and France. We 

found Singapore's system very interesting and with our French colleagues， are 

planning to conduct health economics research as well as a legal research on issues 

surrounding hemophi1iac AIDS cases. We provide policy consultations to the World 

Bank， and to various developing nations. Some developing countries find that studying 

the J apanese experiences， especially those in the 1940s and 1950s， when J apan was 

struggling to recover from the war and establish universal health insurance， is 

extremely useful for their own agendas. 

Increasingly， we are paying attentions to the ongoing health care debate in the U. S. 

The Project hosted a debate on Clinton's Hea1th Care Reform in December 1993. Four 

leading economists， Michael Boskin， Alain Enthoven， Alan Garber， and Peter Stamos 

debated the advantages and disadvantages of Clinton's Plan10
• In addition， we are 

trying to help Japanese health care researchers understand the nature of the American 

health care debate. Our assistant Director， Mini Nishimura， is authoring a series of 

interview articles with top American opinion leaders， aimed at the Japanese 

audiencell
. Ms. Nishimura's book on American health care reform， is scheduled for 

publication in Japan this autumn. 

Health Economic Studies at the Project 

Research in hea1th economics is now the primary emphasis at the Project. The Health 

Economic Project Group (Econ Group) was created within the Project about two years 

ago. The advice of Alan Garber is a valuable asset for the Econ Group and we have 

occasionally solicited advice from Japanese economists as well. The Econ Group meets 

twice a week， cooperating in the design of new models for analyses and discussing 

recent articles in health economics. Although these weekly meetings are rather 

informal， upon completion of a paper， the main author is encouraged to present his 

paper in a more formal seminar offered by the Department of Economics， often 

attended by about 15 faculty members and graduate students. In such a departmental 

seminar， each of our research papers undergoes a very stringent academic review. 

After surviving such a review， the paper is then submitted for journal publication. 

Since 1993， we have invited a number of researchers from Japan to join in our Econ 

Group. Qualifications for such an appointment include having an advanced degree in 
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economics， with at least one publication in an academic economics journal， and 

familiarity with empirical research utilizing computer and statistical programs such as 

SAS and TSP. These visiting economists seem to enjoy the dynamic research 

environment at Stanford. Japanese economists are relatively unfamiliar with empirical 

health economic research， and they feel that working with innovative American 

economists who are very familiar with such empirical research is beneficial. 

Conversely， Stanford economists also benefit from the visiting J apanese economists 

since they provide valuable insight into the Japanese health care system. 

Stanford researchers are extremely fortunate because the university provides them with 

very generous use of the mainframe computer system. Each member of the Econ 

Group has at least 600 MB of memory for his research， and free use of statistical 

programs such as SAS. Some empirical econometric studies require over 1，000 hours 

of SAS time to run each regression. Although we occasionally receive complaints 

from other main frame users， such time consuming research is at least possible at 

Stanford. This environment gives Stanford researchers a very strong advantage. 

The first step we took towards our economics research was to collect various 

published data sources， such as Shakai Iryo Shinηokouibetsu Chosa Hokoku， Kanja 

Chosa， and Iryo Shisetsu Chosa which provide aggregated data on the Japanese health 

care system. N eedless to say， the most serious difficulty researchers in J apanese 

health economics face is not having access to the micro data which economists value 

most. Of course， some studies may be conducted uti1izing aggregated data from 

published sources. However， it is not possible to conduct some of the more interesting 

economic studies without micro data. 

With aggregated data， one cannot examine many hypotheses in economic models. It is 

more difficult to publish studies based on aggregate data in prestigious academic 

journals. Without the chance of such publication， research interest withers. The motto 

of American academia is“publish or perish" and given the availability of micro data 

is other fields in applied economics， economists will not long stay in hea1th economics 

without such data. 

The Importance of Micro Data 

There are two broad categories of questions which can be most effectively addressed 

by the use of micro data. The first of these is the behavior of patients. Economists 

are concerned with the interactions between institutional and individual characteristics 

in forming patients' incentives. Empirical studies using micro data shed light on how 

these incentives affect patients' choices and what effects these choices have on 

variables of interest to policy makers. In particular， suppose one were to find that the 

effect of price differs by the type of service provided. If price sensitivity is greater 

for preventive care than for acute care， it might actually be cost increasing to raise 
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copayment rates across the board， as peop1e substitute away from preventative care 

and end up using more acute care. In this case， a cost-reducing strategy of increased 

copayments for acute care on1y might be appropriate. These substitution patterns can 

on1y be precise1y estimated with individual-leve1 data. 

In fact， many of the variab1es of primary policy interest are inf1uenced strong1y by 

individua1 patient decisions. Uti1ization patterns， geographic variations in resource 

use， and aggregate expenditures are all driven by individual-leve1 decisions and are 

thus essentially microeconomic phenomena. Since the important interactions occur at 

this 1eve1， studies which re1y upon on1y aggregate variab1es will yie1d， at the very 

best， an incomp1ete and imprecise understanding of the underlying structure， this 

impairs our abi1ity to forecast intelligent1y the effects of changes in po1icy 

instruments， demographics， and institutions. 

Other important actors in the hea1th care marketp1ace include the providers. Our 

understanding of their behavior is a1so great1y enhanced by access to data on the 

behavior of individua1 providers. Providers affect outcomes of interest through many 

of their decisions. Virtually all decisions regarding how providers choose to provide 

care to their patients affect costs， utilization， and qua1ity. One of the most common1y 

cited cu1prits in the esca1ation of medica1 costs is the diffusion and uti1ization of new 

medica1 techno1ogies. Decisions to acquire and use medica1 techno1ogies are made by 

individua1 hospita1s and clinics and are inf1uenced by a number of factors. These 

include costs， competitive position， and the goa1s of the institution， all of which may 

vary substantially across institutions. As above， by restricting researchers' access to 

micro data， their ana1yses of these factors are impoverished by the 10ss of 

heterogeneity across providers， and their ability to identify causa1 inf1uences is 10st. 

There are current1y a number of micro data sets collected by the J apanese 

government which cou1d be used directly to address the kinds of questions we 

highlight above. Questions regarding the effects of individua1 patient decisions on costs 

and utilization cou1d best be addressed with the Kanja Chosa and Shakai Iryo 

Shinryokouibetsu Chosa Hokoku. Simi1arly， Iryo Shisetsu Chosa provides the 

information necessary to perform ana1yses of provider behavior. Linking these surveys 

wou1d provide even greater opportunities for exp10ring the workings of Japan's hea1th 

system. 
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IV. Conclusion 

We have presented a frank view of our enthusiasm as well as some reservation 

toward the newly established Institute of Health Economics and Policy Research. 

The establishment itself represents a milestone in the acceptance of health economics 

as an academic discipline in Japan. The Institute has the potential to have a positive 

impact on health research in J apan; this responsibility is great and cannot be taken 

light1y. Members of the Institute must remember that the u1timate goal of all in the 

hea1th care field is improving the understanding and function of the system. As all 

countries struggle to improve health care under severe budget constraints， it seems 

c1ear that research done by health economists is both necessary and helpful. Through 

examining the experiences of U. S. and Stanford in their struggle to develop health 

economics， we believe the Institute can learn how to best advance hea1th economics in 

Japan. Clear1y， one of the most important factors is stimulating an open research 

environment. 
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わが国の高齢者ケアの将来
自立・人権・連帯のために

田中滋*

この小論は、経済学の観点から見たこれからのわが国高齢者ケアのあり方が主題である。まず初めに高齢者ケアについ

て、社会的位置づけをメリットク、、ッズ概念に求めた上で定義を定める。続いてこの分野にかかわる社会の現状について批

判的な記述を行う。そのためヘルスケア・サービス授受の経済学的性質、日本の医療システムの特徴との対比を明らかに

し、高齢者ケア・システムが未完成ゆえの問題点を浮き彫りにする。

次にこれからの高齢者ケアにとって主流とすべきではない方向…公共サービス中心型、家族機能依存、および一般的な

市場メカニズム…を示す。合わせて“民活論"が強く否定されている o 最後に将来の高齢者ケアの社会システムとして、

『準市場』…社会保険制度によるニーズの需要への転化策と、非営利企業を中核とする多様な供給主体の組み合わせ…を

提案する。なお補論では「ビジネスを行う非営利組織の性格」を論じている。

キーワード.高齢者ケア、ヘルスケア・サービスの経済学的性質、わが国医療システムの特徴、準市場、非営利企業

はじめに

この小論は、わが国における高齢者ケアのあり方をめ

ぐる考察を主題としている。主題選択の理由は、高齢者

ケアに対応する社会システムの整備が、現在われわれが

正面から取り組まねばならぬ最重要課題の lつだからに

他ならない。高齢者ケアについては、サービス生産主体

の性格も、ニーズをもっ人々と生産者が適切に出会う

“場"も、ケアに必要な費用を保障する仕組みも、費用

保障制度からの支払方式も、そしてそれら各々に関する

公私各種主体の役割分担も、今のところすべて研究・討

議段階にとどまる。

しかし日本社会にとって、急速な高齢佑は目前に迫る

問題である以上、利用者、ならびに現にサービスや機器・

用具の生産に努力している人々の声をベースに、政治や

行政と共に公正で、効率的な高齢者ケア・システムをつく

っていかなければならない。当然、ヘルスエコノミクス

研究者の視点からの意見も、他の専門分野と協力しつつ

積極的に提出する義務があると考える。

本稿では始めにHで高齢者ケアの定義を示して概念

を明確化する。その際、その定義を導くために、まず高

齢者ケアの社会的位置づけ、すなわち「誰のための財貨

サービスか」が提示される。また医療との違いにも簡単

*慶応義塾大学大学院経営管理研究科教授

に触れている。

続く~ 2では、高齢者ケアにかかわるわが国社会の現状

について批判的な記述を行う。内容は 3つの部分からな

っている。最初にヘルスケア授受の経済的性質を明らか

する。次にそれを受けて日本の医療システムの特徴を整

理し、高齢者ケアの現状と対比する。 3番目にシステム

不備がもたらす高齢者ケアの問題点を要約している。

~ 3においては、これからの高齢者ケアで「主流として

はならない」方向を確認しておく。それらは公共サービ

ス中心型、家族機能依存、および一般的な市場メカニズ

ムである。さらに「市場原理J，-競争原理」説の極端な形

である“民活論"が強く否定されている。

s4では、高齢者ケアの将来に関する社会システムの方

向を、『準市場』という言葉で提案する。具体的には、社

会保険制度によるニーズの需要への転化策と、非営利企

業を中核とする多様な供給主体の組み合わせである。最

後に補論として「ビジネスを行う非営利組識の'性格」を

取り上げる。社会保険制度下での効率的資源配分を図る

ために、今後検討を深めていかなければならないテーマ

と思われるゆえである。

~ 1 高齢者ケアとは

1. 1 高齢者ケアの定義と社会的位置づけ

加齢に伴い各種機能が低下した高齢者が効果的な生活

支援を得られるよう、医療・福祉・介護等の様々なシス
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テムによるサービス(ならびに機器・用具)は、しかる

べく一体化した形で提供される必要がある。とはいえ、

社会資源の公正かつ効率的な使用のためには、個別シス

テムとそれらの統合システムが、それぞれ明確な分析・

政策概念の下に構築されていなければならない。中でも

「高齢者ケアの固有の性格は何か」に関する共通の理解

が不可欠で戸ある。よって経済学の視点から高齢者ケアの

定義を行う。

経済学とは、「何をどれだけ/誰のために/いかに/生

産・配分し、合わせてそこに生ずる経済的成果を誰にど

のように分配するか」を考える社会科学である。「何を」

は本稿においては高齢者ケアに絞られている。また「い

かに生産・配分するか」については~ 3と4で述べている

ので、この節では「誰のために」を提示しておく。なぜ

なら結局のところ、社会の価値体系における高齢者ケア

の位置づけが明示きれなければ、経済学による分析・提

言を行う地平が確定できないからである。

そこで、(不備はあるにせよ)社会システムとして一応

安定した機能をはたしている医療に倣い、高齢者ケアに

かかわる理念を『(自律を伴う)自立・人権・連帯』|と定

めるところから始めたい。この理念を受け入れるなら、

必然的に「ニーズをもっ人すべてのために」という方向

が定まる。つまりメリットグッズとしての位置づけであ

る。

メリットグッズ:便益の性質は私的なものであるが、自

由市場で決まる購入・消費水準では何

らかの価値観から見た必要量に達しな

い[適切な消費量を超える]と思われ

るため、他者、特に政府の強制j・説得・

費用補助[禁止・課税]によってでも

当該主体に割り当てる[消費を減らさ

せる]べき財。

表 1 高齢者ケアと医療の比較

高齢者ケア

aJ目的: 機能支援/機能補完

bJ日常生活との関連: 生活と一体

cJ情報の非対称性(サービスの質)

本人/家族がある程度判断可能

dJニーズ、発生の不確実性:

加齢が主な原因となり(多くのケースで傷病をきっ

かけとするが)、心身機能のどちらか、あるいは双方

に何らかの衰えに直面した高齢者が、できる限り自

立した生活を送れ、かっ自らの望む形で社会参加を

行えるように、本人ならびに家族などの関係者の力

を支援・補完するための機能付加または機能移転サ

ービス(関連機器や用具の生産と流通を含む)

理念が明らかになれば高齢者ケアの定義はほとんど自

動的に導かれる。

なお上記の定義には医療の一部も含まれてしまう。概

念の明確化のため、高齢者ケアと医療サービスとの違い

を一覧しておこう(表 1)。

1. 2 本稿では採用しない捉え方

一方、時折見られる以下の措定は、どれも高齢者ケア

にかかわる適切な分析概念・政策概念とは言い難い。ま

ず始めに「寝たきり、痴呆、虚弱老人等の(いずれも即

物的な呼称で括えられる)高齢者への介護」は、言うま

でもなく高齢者ケアの最重要な部分であるとはいえ、定

義の内容のすべてではない。

次に高齢者ケアをいわゆる福祉サービス、つまり公的

措置の範囲でのみ捉える方向は、たとえ一定割合の人々

が何らかのケアを必要とするにしても、これからの高齢

者は年金制度の成熟もあって経済的な弱者ではなくなっ

ていく以上、やはり対象を狭く限定し過ぎることになる。

上と反対の方向で、高齢者ケアを“シルパーサービス"

二「民間部門により市場競争の原理に基づき、利用者が

高齢者であることを意識して提供されるサービス及び、商

品」と規定すると、財の性格を改めて問う意味も、供給

面での公私の役割分担を論ずる必要も消え、残る問題点

医療

治療

生活中断

特に重症では難しい

遅い年齢で発生、確率は加速度的に高まる | 中年後期から発生率上昇

1度発生すると一般に不可逆的 | サービス終了/繰り返しあり

eJサービス生産: 複合的でありえる | 基本的に診療+看護+収容

f]ニーズを充たす費用:どちらもカタストロフィックな額になる可能性



は費用負担面についてだけ考える…いわば「誰が払うか」

…だけの問題に媛小化されてしまう。よって「高齢者向

け私的ビジネス」という種類の捉え方は採用しえるもの

ではない。

その他、高齢者の行う支出なら費目を間わずすべてを

合算して、それを“シルバー・マーケット"呼ばわりす

るような無意味な設定は…少なくとも社会科学の立場か

らは…無視すべきであろう(実際のところ、 r2010年には

xxx兆円の高齢者市場が」の類の荒唐無稽なレポート

は珍しくないが)。

S2 高齢者ケアにかかわる社会システムの

現状:医療システムとの対比

2. 1 ヘルスケア授受の経済的性質

経済学の視点からヘルスケア・システムにアプローチ

していくためには、ヘルスケアという財に内在する特質

を把握し、あわせてその社会的位置づけにかかわる理念

を確定しなければならない。

第 1に、消費者の効用関数に含まれる最終財は「健康」

など生活の喜びであって、「医療J r介護などの高齢者ケ

ア」そのものではない。医療は健康に近づくための、ケ

アは自立支援のための手段、すなわち中間投入とみなし

うる。投入物である以上、選択基準は効用極大よりも費

用極小となる。

第 2に、ヘルスケア、特に高齢者ケアの一定部分は、

質はともあれ家計内でも類似サービスの提供が可能で、あ

る。ゆえに、外部供給者の存在/利用方法がわからなか

ったり、たとえ知っていても利用に伴なう金銭的あるい

は心理的コスト(古典的な例では「親を病院・施設に預

けることへの罪悪感J)が大きい場合、家計内生産が選択

されても不思議で、はない。その際、家庭で発生し、一般

に初めは低〈、時間と共に上昇していく内部生産のコス

ト(稼得機会の放棄という側面に限らず、拘束感・閉塞

感などの心理的コストがやはり重要)は、家計の外から

は軽視されがちである。

第 3に、生産要素の専門性や固定費負担の問題、需要

時間の振替コスト、家計内生産のコスト上昇、および外

部供給利用に対する障害の除去などの理由により、外部

供給者から財貨サービスを購入するほうが安くなった場

合はどうか。公衆衛生的な部分を除き、根本的には医療

も高齢者ケアも非排除性・非競合性が成り立たず、経済

学の用語法では私的財に区分される。したがって市場が

成立しうると考えてよい。しかし'情報の非対称性と不確

実性を伴っているため、単純な市場メカニズムでは効率

的な資源配分は実現しえない。
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第 4に、たとえ資格制度と保険等を通じ情報の非対称

性と不確実性への補正がなされたとしても、費用保障制

度を整備しない限り、多くの場合支払能力を欠きがちな

「医療/介護ニーズを強くもつ人々」について、分配の

公正…ここでは「基本的人権」…を守れぬ恐れが強い。

その際、普遍的な保障制度でなければ、かえって対象者

の人格を尊重できない点にも留意すべきである。

第 5に、家計外の専門供給主体に関しては、注意深〈

制度を設計すれば、ある程度資本投下のリスクを負わせ、

かつ/または財貨サービスの質とコストをめぐる潜在競

争下におくことにより、効率的資源配分に近づけるだろ

つ。

その他、必然的な帰結ではないが、上記の論理に付随

して次のようなリスクが存在する。公的制度は個別価格

を人為的に設定可能なだけに、全体システムの合理性を

逸脱する恐れを否定できない。取り分け「特定対象のみ

を扱う部分的な公的介入当局による価格設定」が問題を

引き起こしやすい。全体システムの合理性に反する価格

づけの理由は、介入当局の財政状態かもしれないし、公

共財の提供…一般に無料か手数料程度…との混同も、政

治力学の結果もありえるだろう。

悪しき典型例は米国医療のコストシフト現象(メディ

ケア・メディケイドの財政苦境がもたらす平均費用以下

の支払に起因する“ツケまわし")である。さらにわが国

の自治体が行う「低廉な利用者負担額での高齢者ケア・

サービス」も…措置行為の範囲内にとどまるか、逆にニ

ーズをもっ人すべてが必要サービスを受けるほどの提供

量でない限り…公正な価格体系を阻害している可能性が

強い。

2. 2 日本の医療システムの特徴との対比

前項で示した「ヘルスケア財の社会的位置づけ」を高

齢者ケアについて考察するため、比較対象である日本の

医療システムの経済的特徴を確認しておこう(紙幅の都

合上、諸外国と比べてもきわだつような原則10点のみを

記述しである。なお付録にこのリストの英文表記を添付

する)0 a -d、 iが公正、 e、g、h、jが効率のため

の仕組みである。

①理念

aJ社会的連帯:全居住者に対し、法定の社会保険を

普遍的に適用。具体的には、いくつかの財政調整

の仕組みを伴う細分化された保険プランからなっ

ている。

bJ平等性:すべての加入者が(国際的にみて)かな

り広範な内容の医療サービスの保険給付を受ける

=包括的給付。
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②社会保険への加入

cJ強制適用:雇用ないしは居住地により加入保険は

自動的に決定。保険者も被保険者を選べない。

dJ保険料応能負担:リスクには比例せず。被用者に

ついては報酬比例の保険料を雇用主と折半。その

他の制度に対しては高い比率の公費補助あり。こ

の負担方式が公平/公正とみなされている。

③患者

eJ大部分の医療機関に自由にアクセス:受療回数な

どの利用制限なし。ただし医療機関選択に関する

適切な情報は、システムからは特に供給されてい

ない。

f]低い自己決定権:インフォームド・コンセントは

啓蒙段階。経済面では保険の自己負担率も法定。

④供給者

gJ自由開業制:医師は診療所開設(届出)も病医院

に雇われることも自由。

hJ病院等の企業性:保険からの償還価格と病床制

限、医療法人の兼業禁止を除き、経済規制は相対

的に少ない。以下の項目は当該主体の自由な判断

で目標を定めてもよい…資本支出、 R&D、総収

入、購入する財貨サービスへの希望支払価格、給

与・賃金、利益額・率、そして退出/倒産。

⑤保険制度から医療供給者への支払

i ]公定の一律な価格:患者、保険者、医療機関を問

わず、同一基準の下での同一サービスには共通価

格(老人はやや違うが、さほど大きな差ではない)。

j ]出来高と定額.行為別相対点数方式と、 1日/1

月当たり単価方式の組み合わせ。老人医療では包

括払いが増加しつつある。処方薬は公定の薬価基

準による償還。

これに対し、わが国高齢者ケアの特徴はどうだろう。

そもそも公的な費用保障制度が未だ存在していない以

上、 aJ-dJ、 i ]、 j ]はあてはまりょうがない。介

護にかかわる社会保険が考慮されているものの、細部は

未定で、ある。つまり今のところ、連帯の理念は具現イじさ

れておらず、きわめて不平等なサービス利用状況の下で、

高齢者ケアは人権を守る要素としての位置づけを確保で

きずにいる。

また、福祉制度の「措置」によってサービス利用が定

められるケースでは、当然eJは不可能であり、さらに

f]については医療以下の自己決定権しか与えられてい

ない。ただし、在宅介護支援センターは、今後サービス

供給者の選択にあたって適切なアドヴアイスを供給しう

る点で、医療とは異なる可能性をもっ存在と評価しうる。

なお gJとhJも、将来はいざしらず今のところ余り自

由であるとは』思えない。

2. 3 高齢者ケアの問題点

こうした現状をもたらしている本質的な理由は、高齢

者ケアに対するニーズ増であることの把握から出発しな

ければ、すべての議論が歪んでしまう。にもかかわらず、

「核家族化や女性の社会進出により家計の高齢者ケア能

力が低下した/する」との誤った言説が後を断たない。

たしかに子供世代と同居する高齢者の率は減少した。し

かし高齢者世代と同居する中高年家計の数は現在戦後最

大となっている。疾病・傷病とは異なる「長期ケアを必

要とする高齢者の顕著な増加」は、多くの専門家が言う

ように1960年代以降の現象なのである。高齢者ケアの家

計内生産量は、低下どころか急増中と捉えなくてはなら

ない。

また、現在家庭内で高齢者ケアを直接担当している人

の過半は60歳以上の女性であり、“社会進出"を云々され

る世代とは異なる世代に属する。すなわち、核家族化も

女性の社会進出も、充足されない高齢者ケア・ニーズ増

大の原因でなない。

とはいえ、 3世代同居・看病・死の看取りと、長期に

わたる高齢者ケアとの混同から、サービスの家計内生産

への過剰期待が未だに存在している。「日本社会には老親

扶養の伝統があった」は、主に末期の世話、嫁による家

事、およびごく一部の家計における“跡取り"の働きに

基づく経済的扶養などを指すにすぎないことを確認しな

ければならない。

一方、経済学用語でいう需要と供給はどうか。高齢者

ケアは個別主体で、はニーズ発生が不確実で、あり、さらに

ニーズ発生後も…保障制度が未成立な状況では…支払金

額が不確実なままにとどまる。ゆえに貯蓄の取崩しゃ年

金の充当が1Tいにくい。したがってニーズのほとんどが

「需要」になっていないと見た方がよい。需要面が未成

熟である以上、高齢者ケアの事業としての「供給」も事

実上なされていない。結局のところ存在している形態は、

社会福祉、医療サービスの転用、公的サービス、そして

ごく一部の企業となっている。その結果、入院サービス

の過剰利用による非効率的な資源配分が起きているばか

りか、施設問での自己負担の著しい格差という不公平が

生じている。



S 3 これからの高齢者ケアで主流としてはなら

ない方向

3. 1 公的サービスと家族機能

貯蓄や年金などにより一応の支払能力をもっ一方で、高

齢者ケアへのニーズ、を有する人々と、財貨サービスの生

産側がもっとも適切に出会う場としては、一体どのよう

な形態が望ましいだろうか。答えを求める過程では、は

じめに中核にはなりえない、もしくはしてはならない方

式を列記しよう(いずれも補完システムという役割なら

しかるべき機能を果たし続けられるにしてい。

* w公共の手~自治体や社会福祉法人によるサービ

ス生産・機器用具調達と“配給ヶアという財の経済

的性格上、(サービス担当者の善意云々とは無関係に、ま

たこれまでと同じく経済的弱者を主な対象とする場合を

除き)非効率な資源配分となっていく確率が高い。そも

そも同じ主体が提供するサービスでも、公的福祉ではし

ばしば利用時の自己負担が応能制の下にある。同ーの財

に対する応能支出は市場経済ではありえないし、普遍的

社会保障制度では一般に拠出段階に適用される原則であ

る。中経済層がもっとも強い負担感をもっシステムは拡

大すべきではない。

* w家族~子供もしくその配偶者、孫などによるケ

ア:高齢者数の一層の増大が予測される次世紀に、中核

システムとしては継続不可能。先述のように「複数世代

の単なる同居J ，-死の看取り J ，-看病」との混同で、あた

かも昔は(ニーズそのものが大きく発生していなかった

にもかかわらず)家族介護が主流であったかのごとく説

く向きが未だに珍しくない。しかし、もともと家族の基

本機能に長期にわたる高齢者ケアは内在していなかった

事実を確認すべきである。

3. 2 市場メカニズムと民活論

3.2.1 市場の成果と民間活力論の趣旨

* w市場通常の市場メカニズムを利用した高齢者

ケアの授受: たとえ需給が一致していても、支払能力

に不安を抱く層(=一般にニーズの大きい層)は先に説

明したように「需要」側に参加できず、市場から排除さ

れている可能性が高い。

こうした帰結を想定せず、「市場原理J ，-競争原理」等

の経済用語を、内容の吟味なく医療や高齢者ケアで安易

に用いるケースが見られるが、その極端な形に「民間活

力」論が存在するので、この節で批判を加えておきたい。

「民間活力」なる言葉は、一見すると経済用語のごと

く感じられるかもしれないが、実はまったくそうではな
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く、下に典型的な例を示すいくつかの特殊な意味を込め

た“政治用語"と考える方が正しい。したがって、はじ

めから政治的用途を目ざしつつこの言葉を取り上げる場

合は別として、経済(学)/経営(学)の分野で使う際

はしかるべき注意が必要で、ある。

女 aJ 公共セクターと関連する私的財について.土地

という財は、市場経済が中心となっている国/地

域にあっても一般に強い全体計画の下におかれて

いる。にもかかわらず、それを本来の用途とは異

なる“投機目的の金融商品"に変えてしまった時

の強弁に使われた用語。

*bJ 公的事業への私的資金の利用:公的資金の不足

を補うため公共事業を第 3セクターに移管し、企

業等からの出資を募る際に使用される理由づけ。

* c ] 高齢者ケア:今後増大していく高齢者ケアのニ

ーズを、すべて公費と公的サービスで満たすこと

はできない。こうした理解(それ自体は正しい実

情把握と言える)の下で、家計に資金負担を求め、

一方で、企業セクターにサービス供給への参加を誘

う方向を、より積極的なニュアンスで伝えるため

の言葉。しかし「公的部門だけでは限界があるか

ら“民間活力"を導入する」と言っても、もとも

と公的部門がすべての高齢者ケア・サービスを狙

っていたわけではない。限定された福祉サービス

を除けば、むしろ家計内生産が中心であった様子

は前述の通り。

3.2.2 ，-民活」類似分野について

上記のごとく特殊な意味を込めた政治的言語であるが

ゆえに、 aJ-cJと類似の事例でも民間活力という用

語はめったに聞かれない。次にそれを確かめてみよう。

a 'J 私企業にも公共の土木・建設事業の発注がなされ

ているが、わざわざそれに“民活"という用語をあ

てはめはしない。他方、一般市場財に関しては、自

動車産業や鉄鋼業にせよ、流通業界にせよ、好況時

はもちろん、不況時、もしくは不調な会社をめぐっ

て「民聞の方が活力がある」などともてはやされる

事態は考え難い。さらに、(負の外部性を別にすれば)

純粋な私的財でありながら公的組織が営利事業を行

ってきたタバコ産業では、政治的理由によるタバコ

農家の保護のために、未だに一般企業を利用した“民

活"は語られていない。

b 'J 私的主体による公債の購入は、第 3セクターへの

出資と同じく、「公的事業への私的資金の利用」と見

ることができる。しかしたとえ(第 3セクターに出

資を要請される先と)同ーの地方金融機関が地方債

を“割り当て"られでも、それは「民間活力の利用」
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と呼ばれない。

c 'J メリットグッズであっても、医療と教育のように、

公的資金・社会保険と家計支出、および私的投資で

現在のところ一応成り立っているケースでは、家計

資金の利用についても、私的投資に対しても、(それ

らが既存の事実であるためか)やはり特に“民間活

力"とは唱えられない。

3.2.3 r民間活力」の誤った使用

最後に、民間活力という言葉の誤用、もしくは「誤り

と知りながら意図的に政治上のレトリックから用いられ

るケース」の例を指摘しておきたい。

*dJ r市場経済の利点=効率的資源配分」にかかわる

拡大解釈 r民間活力の利用」を「競争メカニズ

ム導入」と同一視した上、公正な市場が成り立つ

ための前提条件に関する適切な吟味を伴わずに、

「民活により競争市場に近づけば、効率化や顧客

サービス向上などがもたらされる」と、論理の飛

躍を重ねていく主張が典型である。前提条件の吟

味をへぬ“競争賛美論"への拡大解釈が危険な理

由は、私的財でも公正な市場基盤が確保されてい

ない状態、あるいは外部性を伴う財、ならびにメ

リットグッズとして扱うべき財などでは、“自由な

市場取引"によりむしろ好ましからざる結果がも

たらされる可能性が高いからに他ならない。

* eJ r営利企業のもつ市場適合のための工夫=顧客志

向努力」との混同:顧客志向自体は大いに結構な

姿勢だろう。しかし「営利企業だから顧客志向」

なのではなく、「公正な競争」がそうさせるのであ

る。私企業でも独占的地位を占めれば十分に倣慢

でありえる。また、もともと市場経済に委ねれば

適切な資源配分を実現しうるタイプの財貨サービ

スなら、競争基盤さえ整備すれば、「顧客志向では

ない供給者」は自然にマーケットから脱落するは

ずで、はなかろうか。

最後に、「顧客サービスにうとい公的供給者への刺激策

のために私企業を参入させる」という主旨で民活が期待

されるなら、公的供給者が欠かせなかった理由が消失/

縮小したのか否かを確認しなければならないし、もし技

術進歩等により本当に自由競争の方が好ましい財に変わ

っているとすれば、もはや公的供給者は不要で、ある r私

企業主同じ行動をとる公的供給者」は語義矛盾としか言

いようがなく、それは「公的所有になる私企業」にすぎ

ない。そしてしばしばそうした主体は不公正な競争条件

をもちこむため、効率的資源配分を阻害する例が多い。

以上の分析から明らかなように、一部の人々の唱える

「企業により供給されるシルパーサービスを家計が自ら

の資金力に応じて購入する」あり方を中心におく体制、

いわば「高齢者ケアの一般市場財化による民活論」は、

わが国の目指すべき到達点とは思えないし、そもそもそ

れが最適資源配分をもたらす可能性はゼロに近いことは

確認しておきたい。

S 4 21世紀の高齢者ケア・システム

4. 1 “準"市場メカニズムの活用

では望ましいあり方は何か。それは高齢者ケアの理念

を背景に、ヘルスケア・ポリシーの枠組みに従いつつ、

適切な産業政策を組み合わせる方向である。ヘルスケア・

ポリシーについては、以前自著に示した通り、経済学の

観点から定めると次のように表せる。

保健・医療・介護などにかかわるヘルスケア・サービス

の授受について、社会の価値規範にのっとった公正な目

標を設定し、それを資源の効率的配分を果たす形で実現

するための基盤を整える政策

理念に従い、高齢者ケアを公正かつ普遍的に配分する

ためには社会保険制度の設立が不可欠と考えられる。社

会保険方式は加入者の権利性を伴う点で、公費による配

給型よりも、自立・人権・連帯を具現佑しやすい。また

ニーズ発生の不確実性と費用の大きさの可能性からも保

険給付になじむ。さらにできる限り自立した生活への機

能支援・補完という目的を踏まえると、年金給付額の成

熟を条件に高齢者自身も保険料を負担する方が、一方的

給付である公費方式に比べ、受益と負担の明確イじを図れ

るだろう。最後に社会保険では、高齢者ケアにかかわる

財貨サービスの幅広い提供主体に支払いを行いやすい。

社会保険制度はこれらに加えて、リスク発生後の支出

金額に対する不安を緩和する機能をもっ。高齢者ケアに

かかわる財貨サービスの中には、資源配分上、メリット

グッズ扱いをせずに自己責任にとどめるべき費目や、も

し制度を適用する場合でも、モラル・ハザード防止のた

め利用者自己負担率を高めに設定した方がよい費目が少

なくない。したがって、社会保険制度がカタストロフィ

ックな状況を予防できるがゆえに、ある程度までの利用

者負担を求めやすくなる効果は重要で、ある。また、現在

は「いくらかかるか分からない」不安感のせいで家計内

にとどまっているニーズを需要へと転化することに役立

つ。これは年金の死蔵を減らし、その社会的機能を発揮

させる方向とも合致する。

他方、保険制度の後押しによってニーズを需要へと顕

在化させることができれば、自律的な供給主体を活用す



高齢者ケアをめぐる準市場コンセプト

利用者側に対しては、ヘルスケア・ポリシーの全体

システムに調和した形で創設される社会保険制度に

よって不安感を減少させ、ニーズを需要に転化しう

るよう支援策をとる。他方サービス生産側は、注意

深〈設計された制度の下、非営利企業を中核とする

多様な供給主体にある程度資本投下のリスクを負わ

せ、財貨サービスの質とコストおよび技術革新をめ

ぐる共生的競争を目指す。

こうして補正された市場=準市場において、「需要」

と「供給」の聞で…ケア・マネジメント機能の介在

を経て…比較的自由な取引が行われよう誘導し、公

正かっ効率的な資源配分を図る。

る方が効率に資源配分がなされる可能性が大きい。具体

的には、顧客へのサービス提供からはぽ費用に見合う収

入を得る非営利組織、すなわち、「非営利企業」を中核と

しつつ、多様な主体を利用すべきである(表 2にヘルス

ケアに・サービス生産の活動主体の種類を要約し、非営

利企業の位置を明らかにしており。

ここまでのすべての議論をまとめた結論を示そう。こ

表 2 ヘルスケア・サービスをめぐる活動主体の分類
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れからの高齢者ケアは、公的費用保障制度を前提に、非

営利企業を中核とする多様な供給主体を活用する“準"

市場を通じて提供される形が最適である。

最後に留意事項を 2点記しておきたい。第 1、今現在

の高齢者のためにもっと直接的なサービス提供体制を急

いで築く努力は別な課題であることは忘れてはならな

い。第 2、高齢者ケアの成果をより効果的・効率的にす

るには社会基盤整備が不可欠で、ある。たとえば、住宅と

街のバリアフリー化、ケアに従事する人材の育成、そし

てケアの質を高め、ケア労働の負担を減らす技術開発な

どが例にあげられる。また経済機能と家族(家庭内のケ

ア担当者)の機能の補完策も不可欠で、ある。これらの施

策と相まって、高齢者ケア需給両者の自律的意思決定と

出会いの場の整備という主張が生きることになろう。

4. 2 補論)準市場における非営利企業論

4.2.1 医療の非営利性と資本

わが国の病院の約 8割と診療所のほとんどは、開設者

の自己責任で資本調達(出資と借入金)を行ってきた。

それらの病・医院は、現状では基本的には医業収入によ

って借入金の元本返済と資本コストをまかなわなければ

ならない。

もし資本調達額が足りなければ、不十分な建物・設備・

ヘルスケアにかかわる財貨サービスの生産主体の性格を分ける軸を 4本考えてみよう。最初の軸はノンビジ

ネスと事業である。事業体は、顧客からの収入がある程度費用をまかなうかどうかで企業と非企業に分けられ

る。また企業は目的に基づき非営利と営利が存在する。以上のすべては開設者/所有者の違いにより私的と公

的に区分できる。この区別とそれぞれの例を示す。

aJ私的ノンビジネス

bJ私的非営利事業

cJ私的非営利企業

タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

dJ公的企業

eJ第 3セクタ-

f]公的事業

gJ営利企業

ボランティア活動のある部分

献血システム

私的医療機関/高齢者ケアを供給する私的組織

学校法人/社会福祉法人

医療法人/高齢者ケアを担当する新種の法人

個人病院/個人診療所

公的病院/自治体立老健施設

“公設民営"型組織

保健所/自治体による福祉サービス

調剤薬局/有料老人ホーム

医薬品/介護機器や用品の製造・販売企業
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機器に甘んずることになる。反対に十分な資本を投下で

きた場合でも、外部借入金に頼った資本構成の下では、

長期にわたる資金回収に失敗すれば倒産に至るかもしれ

ない。また自己資金で開業・拡大した場合には…倒産は

ないとはいえ…やはり資金回収額が不足すれば、新しい

技術を取り込んだ設備更新は不可能となってしまう。

一方で、、技術進歩および医療ニーズの変貌に伴い…た

とえ最先端ではなくとも…進んだ医療サービスと療養環

境を提供し、患者の満足を図るために必要な資本投下額

はますます高額となっていく。ところが診療報酬からの

利益には、残念ながら投資原資、もしくは借入金の呼ぴ

水としてさほどの額を期待できる状況にはない。したが

って、根本のところ借入金以外の外部資本調達を禁じた

“非営利性"の再定義か、診療報酬以外の経路を通ずる

資本費補助、もしくは別収入の工夫がなければ、私的医

療機関の明白はきわめて限定されていると考えられる。

4.2.2 非営利企業と利益

こうした状態を参考としつつ高齢者ケア提供者のあり

方を考えるに際しては、まず概念を整理する必要がある。

最初に資本調達と非営利性の関係を「非営利企業」に絞

って分析しよう。そもそも営利企業とは、経済学の観点

からは下のように定義できる(反対に非営利組織につい

ては「営利を目的としない」以外の積極的かっ包括的な

定義は難しい)。

営利企業の定義.事業活動を通じ、資本市場における当

該組織の評価を最大化する行動をとる

主体。事業からの長期利益の最大化は、

一般にその目的にもっとも役立つ手段

である場合が多い。

は、上の定義に示す行動が期待した成果を生めば、「資本

市場における資金調達の容易化」という“報酬"を得や

すくなるだろう。

これに対し、以下に列記する“営利"ないし“非営利"

をめぐる規定は、いずれも経済学的には誤りとみなして

よい。

aJ営利企業とは、所有者に配当(分配)する利益の

最大化を目的として運営される主体である。

bJ営利企業とは事業からの利益獲得を目指す主体を

百つ。

b'Jよって事業からの利益を目指すことは営利行動に

分類される。

(ゆえにけしからぬ、というニュアンスが込めら

れている場合が多い)。

cJ非営利組織たる医療機関や高齢者ケア提供者にと

つては患者/利用者サービスが第一でなければな

らず、効率の追求はなじまない。

まず cJは、希少な資源の無駄な配分を奨励するに等

しい誤解以外の何物でもない。目的関数が何であれ、そ

れが定められた後では実現過程における資源の効率的使

用はあらゆる組織の責務だからである。

次に aJはやや古典的な規定であり、ちょうど『ヴ、エ

ニスの商人』に描かれているような、単発の企てごとに

出資者が利益の配分を受ける形態にのみあてはまる。し

かしながら現代の事業体では、ほとんどのケースで事業

の継続と組織の発展が前提となっているとみなすべきだ

ろう。そして継続と発展を前提におくならば、当該組織

に対する判断指標としては、期間あたり利益の配分額・

率よりも、組織そのものの評価の方が適切となる。ゆえ

に事業運営の目的も評価の最大化におかれて当然で、あ

る。

これを別な角度から眺めれば、最大化される価値が資

本市場で金銭的に定められる事業体を営利企業と呼ぶと

言ってもよいだろう。他方、資本市場以外の判断による

価値の最大化を目指すなら、それは非営利企業の必要条

件の 1つを充たすと判断してよい。

上から分かるように、非営利性の判定は、決してbJ

やb'Jのごとく当該組織が従事する事業において利益獲

得行動をとるかとらぬかによって下せるわけではない。

ましてや事業からの利益の発生の有無は、営利と非営利

の識別要素ではまったくない。非営利企業であっても、

外部からの借入金や債券発行の形で資金調達を行えば、

利子を支払い、元本を返済するために利益が必要で、ある。

逆に先行投資など様々な理由により、営利企業が赤字事

業を運営している事態もしばしば観察される。

しかし非営利企業では、事業利益の「最大イ七」自体が

目標となってはならない。非営利企業は、組織設立の目

的を果たすために、「資本市場以外の判断による価値が高

まる」行為を…会計的には不採算でも…実施するはずだ

からである(課税などの面で優遇されうる根拠であろ

う)。ゆえに結果的には利益最大化は実現されぬことにな

る。

とはいえ、顧客へのサービス提供から…資本コストを

含め…ほぽ費用に見合う収入を得られる見通しがたつな

らば、非営利企業形態に対しても一応の資本投下のイン

センティブが働くだろう。また経済学の観点から見れば、

顧客が自由に非営利企業を選定できる仕組みの下では、

一定の利益の存在は効率的資源配分に資する指標と考え

られる。



以上の議論から導かれるように、厳密な意味での営利

行動さえ排除されるなら、高齢者ケア分野における「非

営利企業」の性格は相対的に緩く規定すべきである(い

くつかのタイプに分けてもよい)。社会保険によって高齢

者ケアのニーズを需要に転化させる支援を行っても、サ
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ービス供給能力が増えなければやはりニーズは充たされ

ない。必要なサービス生産量を…多額の税資金を用いず

に…確保するためには、資本資金調達について適度の柔

軟さを認める方向が好ましいと考える(もしくは当初の

資本必要額に対する何らかの補助が必要となろう)。
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(付録)

①Philosophy 

Japan's Health Care System 

10 Fundamental Characteristics 

aJ Social So1idarity : Universal coverage to all residents through fragmented statutory social insurance with 

various mutual financial aid schemes. 

bJ Equality: Comprehensive insurance benefits to everybody inc1uding; 

. medical cosultation 

. diagnosis 

. medical treatment eg. surgery 

. medical supplies eg. prescription drugs 

. accomodation to a hospital 

. nursing service associated with hospita1ization 

. dental care 

. child delivery 

. a part of geriatric care 

②Insurance Affi1iation 

cJ Mandatory Enrollment : Insurance plan to which one belong is automatically determined by employment 

or residence. Neither the insurer nor the insured has the right to choose. 

dJ Abi1ity to pay (not risk adjusted premiums) : Income based contributions sp1it between employee and 

employer with heavy government subsidy. This way of“taxation" is considered as impartial/fair. 

③The Patient 

eJ Free acess to (almost) any medical institution: No volume control. But inadequate information for 

choosing medical institution. 

fJ Low level of Participation re : 

. choice of treatment 

. choice of medicine 

. when to be hospita1ized and discharged etc. 

Copayment rates are fixed by law. 

④The Provider 

gJ Physicians: Free to establish a c1inic to become an independent practitioner. (40%) 

Free to be employed by hospital. (60%) 

hJ Hospitals， pharmaceutical companies and the others : Strong proprietary nature. Little economic 

regula tion except for reinbursement prices and the number of hospi tal beds in each region. The 

following items are not regulated; 

. capital investment 

. R & D investment 

. sales volume 

. purchasing prices 

. wages and salaries 

. profit margin/bankruptcy 

Social regulations are similar to those in other industria1ized contries. 

⑤Reinbursement from the Insurer to the Provider 

iJ Uniform and official prices : Same regardless of the type of patient， insurer or provider. 

jJ Payment formula : Combination of the fee schedule of relative value points and per diem payment. 

Drugs dispensed are reimbursed according to the official drugs tariff. 
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The F uture Direction of the Long-term N ursing Care 
for the Aged in J apan 

一一-Autonomy， Human Rights， and Solidarity-一 一 一

Shigeru Tanaka 
(Keio University Graduate School of Business Administration) 

This paper deals with the future direction of the long-term nursing care for 

the aged [LTCA] in our country. First， LTCA's desirable position in the society and 

its tentative definition are proposed by applying merit-goods concept. 

Second， the present conditions of LTCA in Japan are criticized. The content 

of the section is the following; economic nature of health care service， the comparison 

with the fundamental characteristics of Japan's medical care system， and the problems 

caused by immatured social system regarding LTCA. 

Third， the paper rejects public service， household function， and the general 

market mechanism as the major apparatus for promoting LTCA in the future. 

Finally， the author recommends the 引 quasi-market" idea， i.e. the 

combination of statutory social insurance schemes covering the LTCA needs and a 

diversity of supplying organizations. Also， the role of nonprofit enterprises in the 

above stated quasi-market is explained. 

Key words: Long-term nursing care for the aged， Economic nature of health care 

service， Fundamental characteristics of J a pan' s medical care system， Quasi 

-market， Nonprofit enterprises 
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診療報酬制度の経済分析
プライス・キャップ制の考え方をめぐって

南部鶴彦*

わが国の医療診療報酬制度は、医療サービス価格が政府によって決定されているという点で政府規制産業に共通の特

徴を持っているoそこでは建て前としてサービス価格は「原価」を反映せねばならないとされているが、病院施設や医師・

看護婦などは共通費の性格が強〈、原価とは伝統的な会計のルールを踏襲することに他ならず、経済的な意味での効率性

とは無縁である。しかし国民経済的に見て医療の機会費用は大きしこれを合理的に供給するメカニズムを模索していく

ことが必要で、ある。規制緩和とともに提唱され、欧米では広く普及しているプライス・キャップ制は、規制産業の伝統的

な価格規制方式に代わるものとみなされている。この方式にはさまざまな特長があり、これを医療診療報酬制度の改革に

応用するとしたときの基本的な論点はどこにあるかを、本論文では単純なモデルを用いて検討する。

キーワード:プライス・キャップ、診療報酬制度、ディレギュレーション、機会費用、全要素生産性(TF P)、技術進歩、

適正報酬率、インセンティブ規制、規模の経済性、価格弾力性

1 .分析の目的

医療サービスの総供給量を国民医療費という概念で把

握すると、それは国民所得の約 6%に達している。これ

を支出額というベースで比較してみれば、もっとも巨大

な産業の典型である電力事業や電気通信業あるいは重化

学工業と比べてもその数倍の大きさである。つまり医療

サービスの供給活動を市場における企業活動との対比で

見ると、けた外れに大きな活動部門と見なすことができ

る。勿論医療では通常の産業のように市場原理が働いて

いないから、そのアウトプットを国民医療費という数字

で代用してよいかという問題はある。しかしここで重要

な点は、医療という活動の為に、国全体の資源の非常に

大きな割合が使われており、かっその比重は将来ますま

す増大するであろうということである。

もし医療のためにはいくら資源を投入しでも構わない

というコンセンサスがあれば、医療サービスに投入され

る資源の機会費用という概念は無用のものである。しか

し言うまでもなくこのようなコンセンサスは存在しない

し、医療のために投入される資源の機会費用は非常に高

いものと認識されている。したがって、医療サービスに

投入される資源の対価については、医療が効率的になさ

れるような制度が確立されていなければならない。現実

には、わが国の点数制度あるいは診療報酬制度が、この

*学習院大学経済学部教授

ような対価の決定の役割を荷っている。しかしながら、

経済的な意味での効率性を実現する上では、価格が自由

な競争メカニズムによって決められる必要があるのに対

し、点数制度自体はこのようなメカニズムとは無縁のも

のである。その結果としてわが国の医療サービス価格が、

資源配分上の効率という面からはかりに極めて歪んだも

のとなっているとしても驚くにはあたらない。

しかし以上のような事実を単に確認するだけではほと

んど意味はない。問題となるのは、現状が以上のような

ものであるとして、国民経済に非常に大きな比率を占め

る医療部門で、効率的な資源の活用方法が外にはないか

を模索することである。その理由は単純な事実によって

も明らかである。もし効率的な資源の利用によつって医

療における資源の節約ができるとすれば、例えば10%の

節約があると、それは約数兆円の規模に達し、一つの大

産業が新たにっくり出されるに等しいからである。それ

は国民にとってネットでのプレゼントにあたる。

この論文では現在の診療報酬制度の基本設計の部分に

ついて検討し、その本質的な困難を指摘するととも、代

替的な制度としてのプライス・キャップ制を具体的かっ

理論的に紹介して、現行制度の規制緩和の可能性を分析

するものである九

2.診療報酬制度とプライス・キャップ方式

中央社会保険医療協議会(以下中医協と略す)の診療

報酬基本問題小委員会は診療報酬のあり方につき報告書
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を提出している 2)。この中で報酬体系改定の視点として

主として次のような項目を揚げている。

1.良質で、効率的なサービスの確保

2. 医療費の適正な配分

3. 医業経営の平定

4. 国民のニーズ、患者の選択の重視

5.行政手続きの簡素化

1および4でうたわれている項目は経済学で言う効率

性の概念に近いものであろう。また 3の医業経営の平定

は、長期的な医療サービス部門への投資を保障するため

に必要な条件として、結局効率性の問題に帰結するであ

ろう。 2の適正な部分という概念は、医療サービスが私

的財ではなく、極めて特殊性の高いサービスであるとこ

ろから来るもので、効率性という概念だけではすべてを

わり切れないことを示している。最後の行政手続きの問

題は医療に限らず日本のあらゆる規制産業にかかわると

ころであり、規制スタイルの変革による社会的便益の問

題である。

さてこの報告書では現状の報酬体系がいわゆる原価を

反映したものではなく、既存の点数を基礎として種々の

社会的バランスをとった上で決定されていることを認め

ている。しかし同時に短期的には改訂の度ごとに原価を

適切に反映させるべく、現行体系の一部修正してゆくべ

きであるとしている。ここで本質的に問題となるのは、

原価あるいは適正な原価というのは何かということであ

る。

実は適正な原価という考え方は医療の分野で問題にさ

れるというよりも、政府が市場メカニズムに介入し、本

来競争によって決まるべき価格を人為的に決定している

ところではどこでも根本的な困難の源泉をなしている。

例えは、公共サービスと呼ばれる電力・カ、、ス・電気通信・

陸送・航空・鉄道などの公益事業では、料金は適正原価

と適正報酬とに基づいて決定される。しかしここでの「適

正」とはあくまで恋意的な価値判断の採用によって、事

前に決まるものでしかない。これは主として次のような

理由による。原価はサービスの供給に直接的に対応して

観察可能であれば問題は生じない。しかし上にあげたよ

うな産業ではいずれも固定的な共通費が総費用に占める

比重が大きい。したがってサービスの直接的供給に比例

する直接原価はむしろわずかしかなく、大半は供給量と

比例しない間接費が存在する。そして現実の手続きは、

この間接費である共通費部分を何らかの基準一一通常こ

れは会計学的基準であるーーによって、サービスごとに

配賦するという方式をとっている。すなわちどのような

基準がとられるかによって配賦の仕方も異なるという点

で、このような原価の決定方式は恋意的なのである。換

言すれば、共通固定費の完全配賦という方法(これはア

メリカでは FullyDistrilrited Cost Method : FDC法

と呼ばれている)をとる限り、それは経済学的な意味で

の資源の効率的な利用という概念とは全く無縁のもので

ある。

わが国の診療報酬制度でもこれと同じ考え方が、必ず

しも明示的で、はないにせよ、とられていることに違いな

い。そしてこのような共通費配賦においては、資源配分

の効率性よりも、所得の公正な配分の方が重視され、い

わゆる内部相互補助が積極的になされてきたと言ってよ

い。医療の持つ特殊性から内部相互補助には多くの合理

性があることは明らかである。したがってサービス聞の

内部相互補助は可能としながらも、資源配分の効率性を

向上させることができるよ 7なシステムがあれば、それ

を模索すべきである。

最後に現状の診療報酬システムでは、微細にわたって

医療サービスごとの価格を計算するという行政上のコス

トが不可避で、ある。しかしこのような計算が積極的に資

源配分上の効果を持たないとしたら、この部分での行政

コストの削減を考えることは当然で、ある。

きて世界における政府規制産業の動きを見ると、いわ

ゆるディレギュレーションが大きな潮流となっている。

医療の分野では競争原理の導入という意味でのディレギ

ユレーションは一般的に導入は難しい。しかし効率性の

向上と行政コストの縮小という点からは、このディレギ

ユレーションがもたらした新しい規制の手段に着目する

必要があるであろう。ここでとりあげようとしているの

は、一般に「プライス・キャップ (pricecap) J情Ijと呼ば

れる価格規制方式の革新である。この方式は数多くある

サービスの一つ一つの価格を算定して規制するのではな

く、サービスをいくつかのグループ(バスケット)に分

類して、そのグループの価格の変化率に着目する。そし

て各グルーフ。のウェイトを計算し、このウェイトでカ日重

平均された価格についてのみ、その上限を規制する(キ

ャッフ。する)というものである。ここでのウェイトとし

ては、あるグループの全売上高に占めるシェアがとられ

る。

この方式によれば規制される側は個別項目でなく全体

の価格変化率にのみ注意すればよいので、個別項目内で

の価格は自由に上げ下げができる。そのような意味で経

営主体には大きな自由度が生まれる。今この方式を医療

に適用するとすれば、どのようなグループないしバスケ

ットをつくればよいかという問題に直面する。しかし先

述したように医療機関でも大きな固定的共通費が存在



し、それによって複数のサービスが供給されている。こ

の点に着目すれば大きな共通費でカバーされるサービス

について一つのバスケットを考えることができる。そし

てその中では自由に内部相互補助が行える。勿論、この

方式によってあるサービス価格が極端に上昇し、患者が

損害を蒙むるあるいは保険者が不利益を受けるというよ

うなことがあってはならない。この為のセーフガードと

しては、ある種のサービスには追加的な上限規制を設け

ればよい。後述するモデル分析では、もっとも単純化し

て必需的な医療サービスとオプショナルな医療サービス

という 2分法を行った。このときには、両者を加重平均

した価格変化率が与えられるとともに、必需サービスに

ついてはそれにも上限を加えることで、選択しうる価格

の領域が決まることが示されている。

ここで述べたプライス・キャップ方式は実のところ現

在採用されている診療報酬制度と結果において近似して

いるとも言える。なぜ、なら現在の制度のもとでも、個別

価格の算定を行った後に、最終的には診療報酬改定が

何%の医療費上昇につながるかを必ず計算しているから

である。このような意味では、プライス・キャップは伝

統的な原則と異質のものではなく、その合理化という側

面がある。

3 .プライス・キャップ方式の概要

プライス・キャップという価格規制方式の内容をここ

で要約しておこう。この方式の持つ経済的な含意は次節

以下でとりあげられる。プライス・キャップの第ーの特

色は先述したように、価格の絶対水準を規制するのでは

なく、その変化率を規制することにある。そこで問題と

なるのは、どの時点をスタート時点として価格の上昇率

なり下落率なりを決定するかである。このときとりあげ

る必要のあるのは主として二つの点である。まず第一は

もしスタート時点で原価を把握できるのであればそれに

よって価格を決定し、それ以降は変化率の調整をすれば

よいことになる。しかし言うまでもなく、原価を正確に

算定することは経済学的には不可能で、ある。そこでスタ

ート時点ではあくまで暫定的な原価算定に基づく価格を

基準としてそれ以降の価格経路を考える以外に途はな

い。この価格経路において価格がより効率的な方向へ変

化することがより重要で・ある。

第二に価格をスタート時点で算定するにあたっては、

適正な原価だけでなく適正な報酬率を決定しておかねば

ならない。この適正な報酬率という概念は原価と同じく

絶対的に唯一正しい値があるという訳ではない。じかし

そのもっとも重要な役割は、医療機関の再生産が可能に

わが国の高齢者ケアの将来 日

なるような内部留保をもたらすということである。言い

換えれば、収益率が低すぎて医療機関が退出し、医療サ

ービスの供給が困難になることがないような収益率を保

障せねばならない。したか、ってこれは公益事業で用いら

れている公正報酬率(fairrate of return)という概念と

同じものである。この公正報酬率がどのような水準であ

るべきかは一つの大きな研究分野をなしているが、医療

機関についても前述した参入と退出のメカニズムを考慮、

した適正報酬率の概念が必要で、ある。

この報酬率の定め方について、プライス・キャップ市Ij

には大きな特色がある。適正な報酬率とは経営体として

の医療機関が存続することを選択するような高さを保障

しなければならない。しかしその水準自体は決して一定

のものではない。他の条件、例えば需要の水準、資本市

場の条件、技術進歩、生産性の変化などが、すべて適正

な報酬率に影響を与える。したがって結果としてあるス

タート時点で決定した適正報酬率は、ある期間が経過し

た後にはもはや「適正」ではないかもしれない。そこで

プライス・キャップ制のもとでは、許容される適正報酬

率の水準と期間を定め、期間ごとに改めて報酬率の改定

を行うというやり方をとっている。 プライス・キャッ

プ方式の価格規制は次のような形で表現される。

許容される価格上昇率謡物価上昇率一生産性上昇率

このような形式で価格上昇率(より厳密には低下率も

含む価格変化であるが、ここでは上昇率としておりが

表現できる厳密な論拠は後述される。しかし直観的にも

この方式は常識に合致していると考えてよい。ある産業

で、物価の上昇により賃金などの生産費用が上昇したと

き、この産業の報酬率が適正であればこれを所与として、

費用上昇分を価格に転嫁することは合理的で、ある。しか

しもしこの産業で生産性の上昇があるとすれば、その分

は費用の上昇分から差し引いておかないと、この産業に

は適正利潤以上のものが生まれることになる。したがっ

て物価上昇率から生産性上昇率を差しヲ|いた残りが、価

格上昇率として許容されることになる。

この考え方は一般の産業だけでなく医療機関について

も適用できることは明らかである。しかし現実の適用に

ついては他の産業とは異なる側面のあることに注意せね

ばならない。それは生産性上昇率という項目が果たして

医療についてどのように適用できるかという点と、医療

における技術進歩の要因をどのように取り入れるべきか

という点である。生産性に関しては、単純に費用を削減

するような形での生産性上昇を考えることは一般に困難

であろう。ときによればそれば医療の質の低下をもたら
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すという恐れも存在する。その意味でこの項を医療サー

ビスに適用するには十分慎重でなければならない。しか

しながら生産性上昇を実現できる分野も存在することは

注意しておく必要がある。例えば医薬品について言えば、

その生産フ。ロセスでは通常の産業と同じく規模の経済性

が働くし、企業間競争による生産性上昇の努力も絶えず

存在する。したがってこの分野で、は薬価水準に算定につ

いて、前述のような方式を考えることは十分に可能で、あ

る。

次に医学における技術進歩については、それが患者の

健康に寄与する限り積極的にこれをサービスに体化して

ゆかねばならない。これはしかしながら同時に、医療サ

ービスの費用を引きあげる要因となることは言うまでも

ない。このような意味では、医療分野での技術進歩は医

療サービスコストを引きあげる要因として明示的にとり

あげる必要がある。勿論、将来の高齢化社会におけるコ

スト負担のあり方と絡んで¥すべての技術進歩がこのプ

ライス・キャップ方式のコスト上昇要因として容認され

るという訳ではない。そこには規制当局の判断と患者側

の意思とが反映されねばならない。以上のことを前提と

した上で、プライス・キャップ方式は次のように拡張し

て書き直される。

許容される価格上昇率三五物価上昇率一生産性上昇率

+技術進歩によるコスト上昇率

きて最後にプライス・キャッフ。方式が持っている価格

規制方式としてのインセンティヴ効果について触れなけ

ればならない。先述したように、許容される価格上昇率

は、ある適正報酬率を一定として据え置く期間について

定義されている。例えばその期聞は 3年とか 4年とか言

った期間である。この期間内には上述の方式は変更きれ

ないから、もし供給者が自らの努力によって生産性上昇

あるいはその他の費用削減努力に成功したとすれば、そ

こで発生する利益はすべて供給者に帰属する。つまり所

与の期間内に費用削減努力をすればその成果は経営者の

ものとなるので、経営者にはそのような努力をするイン

センティヴが生まれるはずで、ある。このことを医療機関

に適用して見ると、少なくとも私的病院についてはこの

ようなインセンティヴW働くことが十分に期待できる。

勿論このようなインセンティヴが、医療の質を落して費

用の削減がなされるという形をとってはならない。この

為には医療の質に関する監視が必要で、ある。

4 .プライス・キャップ方式のモデル分析

ここでプライス・キャップ方式の基本的な考え方を、

単純にモデルを用いて説明することにしよう o まず出発

点として、あるサービス iに対する適正な原価が何らか

の方法で算定できたとしよう。ここでの「適正」という

概念はあくまで議論を進めるためのものであり、それが

客観的にすべての人からそう判断されるか否かはここで

は問わないことにする。

さて医療機関が“goingconcern"として経営を持続し

てゆくための条件は、この適正な原価に対しであるレベ

ルの報酬が保障されることである。言い換えれば、長期

的な投資が可能なように内部留保が発生うるだけの価格

が設定されていなければならない。このような適正原価

に対して経営の存続を保障するような報酬率を適正報酬

率と呼ぶことにする。

以上のような条件を文字で表わすと次のように書け

る。まずサービス iの価格をPi、サービスの供給量をXi

として、適正な原価をCh これに対する適正報酬率をmi

とすれば

PXi=(l+mi)C;…………...・ H ・..……・ H ・H ・..………(1)

ただし医療サービスの供給量Xiを一義的に表示する

ことは極めて難しいが、ここでは標準的なサービスのユ

ニットが定義可能で、、これによってXiを測るものとす

る。

いまCiに注目すると、これは複数の生産要素全体がも

たらすコストの合計である。その代表的なものとしては、

医師・看護婦・事務職員などの賃金、材料費・薬剤費な

どの中間投入財そして病院施設や機械器具など固定的資

本設備などがあげられる。いまこのような生産要素の集

計を Vと書くことにしよう。つまり Vはviかられまで

の生産要素からなるベクトルである。

Vi= Vi( Vi， V2，…， Vn) ………...・ H ・H ・H ・..…………(2 ) 

このVに対する生産要素価格を Uとすると Uもまたベ

クトルでそれぞれの生産要素価格を Vl，…，Vnとすれば

Vi= V;(Vl， V2，…，Vn) ...・ H ・..…………...・ H ・.....・ H ・..…(3 ) 

である。



このような Viとめとを用いると適正原価C;は生産要

素支出の合計額として次のようになる。

C; = Vli vi i + V2i V:li +…+Vni Vni..・....・ H ・H ・H ・...・ H ・...( 4 ) 

したがって (1)式は

PiXi=(l +m;)Vi Vi .…....・ H ・.......・ H ・-… H ・H ・-……・・(5 ) 

となる。

さらに(5)式を平均費用AC;を用いて書き換えれば

一(1+mi)vi V， !.........・ H ・H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・..………(6 ) 
Xi 

=(1 + mi)AC; ...・ H ・H ・H ・..…...・ H ・..…...・ H ・..……(7)

ただし AC;=-.!姿である。

きて以下では表記を簡単化してサブスクリプト iを省

略する。 (6)(7)式はある時点 tについて成立するので、時

間 tを明記すると次式が成立する。

D _(l+mt)vtv， 
Et- xt f …・・……・………...・H ・-…....・H ・-・(6 )' 

=(1 + mt)ACt......・H ・...・ H ・...・ H ・....・ H ・.....・ H ・-…(7)' 

=ktACt 

わ=l+mt・H ・H ・..……………...・ H ・H ・H ・.....・ H ・..…(7)"

いま(6)'(7)'を時間 tで微分すると次が成り立つ。

Pt_ kt I Vt 一一一一+ と~....・ H ・...・ H ・ H ・ H ・...・ H ・-……H ・ H ・. ( 8 ) 
Pt kt' Vt Zt 

た YしPt=dP/dt，kt=dk/dt， V =dv/dt， Zt=dZ/dtで

ある。

Zは全要素生産性 (TotalFactor Productivity:TFP 

以下ではTFPと略す)と呼ばれるもので

Xt ・H ・H ・.( 9 ) t-
Vt 

である。

これは投入されるすべての生産要素について、それが

全体としてどれだけの生産物を生み出すかを示してお

り、その中味は労働生産性や資本生産性などの構成要素

に分解できる。

(8)式を言葉で表せば次のようになる。

価格変化率=適正報酬率の変化率+生産要素価格の

変化率全要素生産性 (TFP)の変化

率・ H ・H ・....・ H ・-…… H ・H ・..…...・ H ・.(10) 

これは次のようなことを意味している。経営に必要な

報酬が支払われるという条件が、オーバー・タイム (over

time)に成り立つためには、供給されるサービス価格の

時間的な変化は適正報酬率の変動、生産要素価格の変動
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及び生産性の変動の総和に等しくなければならない。こ

こで生産要素価格上昇率の簡便な代理変数として物価上

昇率をとったのが前節で紹介したプライス・キャップ方

式である。

いま一つの例として、経済がインフレ的であり、適正報酬

率は変動がなく一定であるというケースを考えてみよ

う。このとき側式は

価格上昇率=生産要素価格(物価)上昇率全要素生産

性上昇率・・・・・・・・・・・・…・・・・・…・…・・・・・・…・・・(11)

となる。すなわち、インフレ下にあって生産要素価格

(例えば賃金)が上昇しているときに、適正な価格の上

昇率とはこの生産要素価格上昇率から、生産性上昇率を

差し51いたものに等しい。たゾし生産性はプラスの上昇

があるとして差し引いているが、もしその上昇率が低下

しているなら、これを加えるということが必要で、ある。

又同時に(7)'式を用いれば、価格変化率は次のように書

ける。

価格変化率=適正報酬率の変化率+平均費用の変佑

率…………...・ H ・H ・H ・..…...・ H ・..……(12)

もし適正報酬率の変化がゼロであれば、平均費用の変

化率に価格変化率は等しくなければならない。

きて以下の分析のためには、ここで導入した変数の聞

に更に次のような関係があることを利用する。

X V TEPの変化率= 一一…… H ・H ・..…....・ H ・...(13) 
X V 

v ~X 
=一-8一一...・ H ・-………...・ H ・-…・・(14)

V 
v 
X 

6とはXに関する平均費用の弾力性であり次式で定義さ

れる。

ι4Cん4C
=土弓主持v

・H ・......・ H ・-….....・ H ・-…...・ H ・-…・・(15)
dX/X 

これは生産量が 1%上昇したときに平均費用が何%上

昇するか、あるいは下落するかを示すものである。 Xと

ACの関係は次図のように例示することができる。図で

XがXまでは 6は負の値をとり、 Xを超えると δは正

の値をとる。これはxまでは規模の経済性が働くこと、

そしてX以上では規模の不経済が働くことを示してい

る。われわれの以下の分析ではこの δの値が正であるか

負であるかが、決定的な重要性を持っている。

以上の準備のもとで、価格変化率の定義式を用いて、

プライス・キャップ制の具体的なあり方を考えることに

しよう。
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図 1

5 .モデルの特定化

価格変化率と TFPとの関係を単純化するために、 X

というサービスに関する需要関数を、次の形で特定化し

て議論を進める。

X=X(P)eKt • ……・・…H ・ H ・-……...・ H ・ H ・ H ・....・ H ・.. (16) 

これはXへの需要が価格Pに依存するとともに、 X

というサービスが一定率gで成長しているということを

示すものである。そして成長率gは価格Pに依存しない

自生的 (autonomous)な成長率であることを仮定してい

る。

(16)式を仮定するときには、Xについて次式が成立する。

X P =甲 +g ...・ H ・H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・..…..，・ H ・..(17) 
X "P 

ηは需要の価格弾力性で、

早 dP/dX=一一一…・..........
P/ X 

である。再び(8)式にもどって、側式を利用すると、価

格変化率は次のようになる。

P k ， "X 一一=一一十ð~P k' V X 

k J P ¥ 
=τ一δ~ 7J p-g) …・・・・…… H ・H ・-… H ・H ・....・ H ・..(19) 

これを適正報酬率の変化率について書き正せば、

す=(1+δ斗-dg .......................................(2 

を得る。

さてここでわれわれは前節で述べたプライス・キャッ

プ市Ijの考え方と、モデル分析を結び、つけることができる。

プライス・キャップとはある規制期間中にサービス価格

の上限を抑えることを意味している。このとき適正報酬

率は所与の水準を維持するということが条件となってい

る。すなわちここでのモデルに従えばkが一定の水準に

とどまることであるから、側式で、五/kをゼロとするこ

とに等しい。言い換えれば(19)式から価格変化率は次の関

係を満たさなければならない。

P 金一-…・… H ・H ・...・ H ・..… H ・H ・.....・ H ・-……・(21)
P d甲+1

すなわち、価格変佑率は需要の価格弾力性 η、需要の

成長率gそして規模の経済性(ないし不経済性)δ の三

つの要素に依存する。この式の意味はもっとも単純なケース

として、 6あるいはgがゼロであることを考えて見れば

明かである。適正報酬率の水準を一定とする限り、需要

の成長がないときには現状を維持する価格がつけられね

ばならないし、もし需要の成長があったとしても、 δが

セ、ロで規模を拡大してもコストが上昇することも下落す

ることもないとしたら、やはり価格は現状維持というこ

とになるので、価格変化率はゼロでなければならない。

さらにここでの三つのパラメータが価格変化率に与え

る効果は次のようになる。

(1)需要成長率gは規模の経済性に依存して相異なる影響

を与える。もし 6が正つまり規模の拡大がコストの上

昇をもたらすときには、成長率の上昇は価格を上昇さ

せる効果を持っている。しかし逆に δが負で、規模の

経済効果が働くときには、需要成長率が高ければ高い

ほど、価格は低下しなければならない。すなわち需要

成長率はコストの構造に応じて相反する効果を持つ

が、この点は将来の医療サービスの問題を考える上で

重要な点である。

(2)需要の価格弾力性 ηは、価格変化率の絶対値の大き

さに影響を与える。もし ηが大きければ大きいほど、

価格変化率の絶対値は小さくなければならない。すな

わち、需要が価格に対して敏感に反応するときには、

価格を引きあげるにせよ、引き下げるにせよ、その大

きさは小さくて済むのである。この点もまた、医療需

要サービスの性格がどのようなものであるかに応じて

価格への影響が異なることを確認するために重要であ

る。

(3)規模の費用に対する影響を示す 6 も価格変化率の絶

対値に対して、正の効果を持っている。つまり規模の

経済(ないし不経済)の程度が大きいほど、価格変化

率も上昇するにせよ、下落するにせよ、その幅は大き



くなければならない。もし規模の経済効果が存在しな

いとき、すなわち供給の規模の大小がコストに影響し

ないというときには、規模は価格に影響を与えない。

このことは医療サービスの供給規模ないしは医療機

関の経営規模の問題と結びついて、多くの示唆を与え

るものである。

6 .複数サービスのキャッピング

次にとりあげなければならないのは、サービスが一種

類でなく、複数存在するときのプライス・キャップのあ

り方である。ここでは議論を単純化するために、 2種類

のサービスをX1、X2として考えよう。プライス・キャッ

プ制度は、このような複数のサービスの価格変化率にそ

れぞれの売上高に占める比率をかけて加重平均値をつく

り、それを新たに全サービスの価格変化率と考える。

したがって 2のサービスの価格を p"H とし、各サー

ビスの売上高シェアを SI、 S2とすれば、新しく定義され

る価格変化率は次のようになる。

p" P2 (h " ( P1 ~~ ¥ l 
SI P; --t-S2玄 =Sllτ-01¥ 7}CP;-gl)J 

+s{合ーや去-g2) J ................ (2 

ここでも各サービスの適正報酬率を集計したものをゼ

ロとするような規制上の制約を与えると、

SIJL十S2#=0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(23)17i;， ~2~k 

が成立せねばならない。

これによって倒式は次の条件を満たさねばならない。

S111+A-dl(η主 -R"1)-S28:パ22-AH寸 S2P
2
一 δU1¥'/1H 51)¥/  

したがって PdP1=7[I， Pz/.九=7[2 として次式が成立

する。

_ sM+81甲1)_ I s181g1 + s282 ぞ斗計号竺ヰ + SI0~~1 -: ~202~2 ...・H ・..…………(24)
ぬ(I十 82甲2)''1 I S2( 1 + 827}2) 

これは適正報酬率の荷重平均変化率をゼロとしたとき

の、価格変化率 πl とmが満たされなければならない関

係を示している。言い換えれば π1 とm とは仰の関係を

満す限りにおいて、自由な値をとることができる。すな

わち医療機関は、ある特定の点数にとらわれることなく

この直線の示している価格変化率の組合せの中なら、ど

れを選んでも全く自由なのである。
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。4)式の持つ意味を直観的に理解するために、 X1eX2

の需要成長率 glとg2とがゼロというケースを考えてみ

よう。このとき π1 と π2の関係は次の図-2のような原

点を通る直線となる。この直線上の点は適正報酬率の上

昇がないという前提のもので価格変化率の満さねばなら

ない関係を示している。すなわち、一方のサービスの価

格を引きあげようとするときには、他方のサービス価格

を必ず号|き下げなければならない。報酬率を一定とする

ためには、このようなトレード・オフの関係がつねに成

立する必要がある。

aとg2とがゼロであるという極端なケースでなく、

より一般的なケースをここで取りあげ、医療サービスと

の関係を考えてみよう。

いま医療サービスの中身を、患者にとって絶対的に必

要なサービス、言い換えれば他にオプションのない治療

と、患者が自ら選択することを医学的に許容できる治療

との 2種類に分けてみよう。後者はいわゆるアメニティ

という表現のなされる医療サービス分野と考えてよい。

すなわち X1とX2とがそれぞれオプションのない医療

と、それが可能な医療とに対応するとしよう。このよう

な特定化を行うとすれば、価格変化率を決定する三つの

パラメータもその特定化を行うことができる。

まず需要成長率 aとg2とについては、いずれも正で

あると考えてよい。次に価格弾力性 ηl とmとについて

は、 η1は極端に必需性が高いからその値はゼロに近いと

考えられるが、 m はオプションの可能性があるのでゼロ

よりも高い値をとるであろう。

最後に規模に関する費用のあり方を決定する&と

&とについては、必ずしもその符号を確定することはで

きない。必需的な医療サービスについては、もしそれが

画一的な治療で効果があり、かっ患者数が非常に多けれ

ば、規模の経済性が働くかもしれないからである。しか

し将来の医療の姿を考えるときには、 6の値が負になる

という楽観的な予感はあまり重要性を持たないであろ

う。そこでまずもっとも高い可能性として、 aも O2 も

正であるとしよう。

以上のような準備のもとに制式を描いたのが次の図-

3である。ここでは縦軸との切片は必ず正となり、傾き

は負となって π1 と m との聞にはトレード・オフの関

係がある。このトレード・オフとは、例えば必需的なサ

ービスX1の価格Hを引き下げるためには、どれだけR
を値上げしなければならないかを示すものである。そし

てこの重要なトレード・オフ関係を決定しているのは(24)

式の傾きである。すなわち、

1(1十 817Jd傾き=一平洋平手24
S2(1 + 827}2) 
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図-3

この傾きは売上高シェア、価格弾力性、規模弾力性な

どに依存している。特にここでは次のようなことが注目

される。 81、甲1の値を一定として、オプショナルなサー

ビスの売上高シェアが相対的に大きくなるとすると、制

式では傾きがより小さくなるとともに、縦軸との切片も

小さくする。すなわち図-4のように時計の逆回りの方

向へ m 直線はシフトする。ここで示されている二つの

m直線の傾きはいずれも、 7/:1 と m とのトレード・オ

フの程度を示している o 7r~に対して、 X 2のシェアが増

大すると直線は 4の方向へ回転する。このときの π1

と mのトレード・オフは横軸との角度 α および βで

示されている。 X2のシェアが大きければ大きいほど、

7/:1 を引き下げる(引き上げる)のに必要な mの引きあ

げ率(引き下げ率)は小さくなる。すなわち全医療サー

ビスに占めるアメニティのようなオプショナルなサービ

スの割合が大きいほど、必需的なサービスの価格上昇を

押さえるために必要な、オプショナル・サービス価格の

上昇は少なくて済むのである。

次に医療保険政策の観点から、 π1 と m との上昇率に

ある制約が加えられるときの影響を分析してみよう。必

需的なサービスについてはその供給を制限する訳にはゆ

かない。しかしそのサービス需要の増大に対して、プラ

イス・キャップ方式のもとでは単に m を上昇させると

いうのではなく、 π1の上昇率の上限を与えることで、 m

の上昇率の幅を決定することができる。図-5はそのよ

うな mに対する規制と、これに対して可能な mの領域

を描いている。ここでは引について上限 xFが謀せられ

たとすると、これに対して対応可能な m の領域が線分

MNで示される。もし7/:1 の上昇率をぜロにするという

政策がとられるときには、 mは ONという水準まで上昇

しなければならない。

このようにして m直線は適正報酬率を一定としたと

きの、選択しうる価格の領域を与えている。もしある政

策的目標が決定されれば、その枠内でどのような価格が

現実に選ぴうるか、そのメニューを提供するものである。

7 .技術進歩の影響

次にここで技術進歩という問題をとりあげよう。言う

までもなく医学における技術の進歩は絶えず、新しい治

療方法や苦痛の軽減、新しい薬剤の出現などをもたらし

7T2 

ー

π
π
 

O 

図 4

π2 

7[1 

図 5



医療サービスに体化されてゆく必要がある。しかしそれ

は同時に、サービス供給コストの上昇をもたらさざるを

えない。したがって日進月歩の勢いのある医学上の技術

進歩の要因を考慮、に入れるためには、それがもたらすコ

ストの上昇面をも同時にモデルにとり入れる必要があ

る。このことを考慮する上でもっとも単純な方法として

は、技術進歩が平均費用を一定率で上昇させるという仮

定を置くことである。すなわち、 t時点における平均費

用ACtは一定率hで成長するものとすると、価格決定式

(7)を次のように書き直すことができる o

Pt=(l +mt)ACteht ・・ H ・H ・.....…....・ H ・....・ H ・-…・ (25)

この制式から価格変化率は次のようになる。

Pt kt ρ Z  
....:!:....!.-~十一一一 +ht・H ・H ・..……………...・ H ・..… (26)
Pt -kt 'V Zt 

すなわち、

価格変化率二適正報酬変化率十生産要素価格(物価)

変化率一全要素生産性(TFP)変化率+

技術進歩率

技術進歩率をこのような形で平均費用の上昇要因とし

て考えるときには、価格変化率は側からわかるようにそ

の分だけ上方へシフトせざ、るをえない。したがってこの

ことは、ぬ直線を上方へシフトさせるという効果を持

つ。すなわち技術進歩がここで想定されるようなタイプ

のものであるときには、医療機関の選択しうる価格上昇

率は一様に上昇せざ、るをえない。

8 .結論

診療報酬制度という規制の仕組みの中へ、資源の有効

な配分という視点を導入することは可能かという問題意

識のもとに、われわれはプライス・キャップ方式の特質

を分析した。この方式のもとでは医療機関が従来の個別

的な点数にわずらわされることなく、かなりの範囲で自

由に料金の設定をすることができることが明らかとなっ

た。又同時に、生産性を上昇させることが可能なときに

は、それによって発生する利益は自らに帰属するので、

経営効率の上昇へインセンティヴの働くことが期待でき

る。さらにサービスを集約するパスケットを作るときに、

それらのサービスが供給されるベースとなる共通費を考

慮できるので、共通費の配賦という問題を回避できる。
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すなわち、価格のシグナル機能という点からみても、共

通費が恋意的に配賦され、その結果、価格が資源を不適

切な方向へ配分するという可能性をより少なくすること

ができる。

このプライス・キャッブ方式の一つの重要な点は、そ

のスタート時点をいつにするかということである。その

ような意味では、医療機関の経営が苦しく、そこには超

過利益と呼ばれるようなものが発生していない時点をと

ることが望ましい。現時点での病院経営の状況を見ると、

そのようなことは最近数年間についてあてはまると思わ

れる。ここでは同時に、適正報酬率の地域的特性も考慮

すべきであろう。報酬率はある条件のもとで投下された

資本が再投資されるのを保障できるような水準に定めら

れるべきである。したがって大都市のように代替的な投

資機会が豊富にある地域と、そうでもない地域との聞に

は当然差があって然るべきである。

言うまでもなくプライス・キャッブ方式は完全無欠の

料金規制方式などではない。したがってこの適用にあた

っては数多くの留保条件が必要で、ある。しかしながら医

療サービス部門という巨大な最終需要部門において、で

きる限り価格の持つシグナル機能を働かせ、資源の有効

利用をはかることは焦眉の急務である。統制経済時代か

ら数10年にわたって役割を果してきた診療報酬制度に

は、今新しい発想が必要とされているのではなかろうか。

注

1)プライス・キャップについては数多くの文献がある。

とりあえず基本的なものとして次を参照されたい。

植草益 「公的規制の経済学J (筑摩書房、 1991年)

2 )中央社会保険医療協議会 「診療報酬基本問題小委

員会報告書」平成 5年 9月24日
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An Economic Analysis of the fee schedule system 

of medical services 

A proposal of price capping as an alternative rate making 

Tsuruhil王oNambu 
(Gakushuin University) 

In J apan all the prices of medical services are regulated by the government. 

This system is similar to other regulated industries where prices are determined on the 

assumption that they are based upon“costs". It is， however， very diffIcult to define 

economic costs in those industries because there usually exists common cost. In the 

case of medical service， hospital facilities， doctors and nurses， for example， are often 

common costs which can only be distributed artifitially among services according to 

the accounting principle. It is clear that economic benefits accrue to the society if we 

can find more efficient way of allocating resources in the medical sector. In this 

paper we e;xamined the applicability of price capping to the medical servIces for the 

pursuit of more efficient pricing mechanism. 

Key words: Price cap， Fee schedule system， Deregulation， Opportunity cost， Total factor 

productivity (T F P)， Technical progress， Fair rate of return， Incentive 

regulation， Economies of scale， Price elasticity of demand 
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医療費増加と経済成長
一アクセス・技術革新・高齢化-

広井良典*

わが国の今後の医療費政策の基本的方向を考えていくにあたっては、これまでの医療費増加のトレンドを中長期的な

視点から捉え直し、診療パターンの変化や技術進歩を含めた医療費増加の原因の中身に立ち入った分析を行うとともに、

経済成長全体の動向を相関的ににらみつつ「医療費増加と経済成長」をめぐる今後の展望を得ていく必要がある。こうし

た観点から、本論文では、第一に、わが国の医療費の増加構造を途上国にも視野に入れた国際的な視点から分析し、その

特質と医療費抑制効果の原因を明らかにし、第二に、医療費増加にとって実質的に主要な要因となる「アクセス、技術革

新、高齢イじ」の三者を機軸として、経済成長の動向を視野に入れながら今後の医療費増加についての基本的な展望を示す。

キーワード:医療費増加、経済成長、自然増、医療費増加要因分析、技術革新、国際比較

はじめに

「行き過ぎた医療費抑制政策」か?

一般に、日本の医療費適正化政策はその是非は別とし

てひとつの「サクセス・ストーリー」として語られ、特

に近年では医療費高騰に端ぐ諸外国から相当な注目を集

めるようになっている。さらに最近では、それが医療の

質を犠牲にした“行き過ぎた医療費抑制"であるのでは

ないかとの観点から、昭和50年代後半以降の強力な医療

費抑制政策を見直すべきではないか、との議論も提出さ

れるようになってきている(注1)。なるほど平成 3年度

の我が国の国民医療費の対GNP比率は約4.8%(厚生省

統計情報部「国民医療費J)と、先進国中もっとも低い水

準であるど同時に、この率は昭和53年度のそれとほぽ同

じ値であり、このことは、当時以降の急速な高齢化の進

展にもかかわらず、国民経済全体に占める医療費の割合

がフラットで推移しているという、“奇跡"ともいえる医

療費抑制効果を示している。

ではやはり日本の医療費適正佑政策は“行き過ぎた抑

制"であり、今後はむしろ“適正化の手を緩める"こと

が求められているのであろっか? このもっとも基本的

な間いに正面から答えるためには、我が国の医療費増加

のトレンドを中長期的な視点から分析し捉え直すととも

に、診療パターンの変化や技術進歩を含めた医療費増加

の原因の中身に立ち入った分析と展望が必要となる。こ

うした点に関し、筆者は以前医療費の増加要因分析一一

*厚生省社会援護局更生課課長補佐

とくに近年における「自然増の鈍化」の原因の分析ーー

を踏まえつつ「近年における我が国の医療費の低い伸ぴ

は、診療報酬すなわち医療の価格水準そのものを引き上

げない限り“構造的な"ものである」と述べたが(注2)、

いわゆるバブル経済が崩壊し、日本の経済社会全体が構

造的な低成長期ないし成熟期に入りつつあることが明確

となってきた現在において求められているのは、医療費

の動きのみに注目するのではなく、経済成長全体の動向

を相関的ににらんだ広い視点からの「医療費増加と経済

成長」をめぐる今後の展望である。

こうした問題意識を踏まえた考察のための第一歩を展

開しようとするのが本論文の目的であり、そこでは、第

一に、我が国の医療費の増加構造を途上国をも視野に入

れた国際的な視点から分析し、その特質と「サクセス・

ストーリー」の原因を明らかにするとともに、第二に、

医療費増加にとって実質的に主要な要因となる「アクセ

ス、技術革新、高齢化」の三者を機軸として、経済成長

の動向を視野に入れながら今後の医療費増加についての

基本となる展望を模索していくことを試みたい。

1 .概観

一一国際的にみた日本の医療費の動向と展望一一一

(1 )高齢化率と医療費水準の相関

一般に医療費の水準を国際比較する際に最もよく使わ

れるには、各国の医療費がその国の国民総生産GNP(ま

たは国内総生産GDPないし国民所得NI)に占める割

合を比べる方法であり、経済開発協力機構 (OECD)

が行っている GDP比で見ると先進諸国の医療費水準は
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次のようなものとなっている (1990年、 OECDデータ)。

アメリカ 12.1% 

スウェーデン 8.6% 

フランス 8.8% 

ドイツ 8.1% 

日本 6.5% イギリス 6.2% 

これを見ると日本の医療費はイギリスと並んで先進国

の中では最も低いグループに入り、逆にアメリカが群を

抜いて高いことが分かる。

しかし、これについてまず提出される疑義は、こうし

た比較は各国の高齢化の度合いと今後の動向を考慮に入

れていない、という点であり、しばしば論じられる「日

本の場合は現時点では高齢化率がヨーロッパ諸国に比べ

てもっとも低く、かつ、高齢化のスピードがもっとも速

いのだから、現在の医療費水準の低さに“安心"しては

ならない」との議E命に応えるかたちになっていない。

では、「高齢化の現状と今後の動向」を視野に収めた上

で、日本の医療費水準は国際的にみてどう評価されるの

か。

この点を明らかにする第一歩として(図1)をまず見

てみよう。これは、 1960年から90年にかけての各国の「高

齢化率」と「医療費水準(医療費の対GDP比率)Jとの

相関のトレンドを示したものであり、図の上方であるほ

ど「高齢化の度合いに比して医療費の水準が高い」こと

を示すとともに、各国の年次推移を示す線の勾配が急で

あるほど、その国は高齢化の進行に比して医療費の伸び

のスピードが大きいことを示している。具体的には、次

のような点がまず指摘できょう。

①アメリカが、その相対的に低い高齢化率にもかかわら

ず際立つて医療費水準が高〈、また伸びにおいても急

であり、逆に日本はイギリスと並んで、もっとも伸びが

ゆるやかなグループである。

②日本について見ると、その伸ぴは1980年代(昭和50年

代後半)以降顕著に鈍化している。そして、この80年

代以降のトレンドが今後も継続すると仮定すれば、日

本の高齢化率が今後ヨーロッパ並の水準(若しくはそ

れ以上)になっでいったとしても、医療費の水準はほ

ぼイギリスと同程度の低い水準にとどまるものと予想

(図 1)高齢化率と医療費水準の相関関係の国際比較(1960-90年)医療費対GDP比率(%)
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出所 :OECDデータ (HealthCare Financing Review， Summer 1992) より作成。韓国については ParkOh-Young， 

“Cost-Containment Measures under Social Security Medical Care Schemes:National Experience of Korea"。

注 1 .各国の1960、70、75、85、90年の各データ。ただし、ドイツの高齢化率の1990年分は1988年のもの。また、ト

ルコについては1975年及び80年の、韓国については1980年及び85年のデータのみ。

2. 日本(1)は我が国で発表されている「国民医療費J(厚生省統計情報部)の医療費データを用いたものであり、

日本(1)は OECDデータにおける日本の医療費データを用いたもので「医療費」の範囲について他国との一定

の調整が行われている。



される。

全体として見れば、これらの国は理念的なグルーピ

ングとして、

(a)先行国群(=ヨーロッパ主要諸国高齢化(ない

し経済成長)において先行し、医療費水準の伸び、は

中程度である、という類型

(b)日本;高齢化(ないし経済成長)において後発し、当

初比較的大きな医療費水準の伸び、を経験しつつも、

途中から相当な医療費抑制が図られた、という類型

(c)アメリカ;高齢化の進展は比較的ゆるやかであるに

もかかわらず、急激な医療費水準の上昇を経験して

いる、という類型

(d)後発中進国~途上国群;高齢化(ないし経済成長)

においてもっとも後発し、かつ急激な医療費水準の

上昇を経験している、という類型

という 4つの群に区分できるように思われる。そして

言うまでもなく、類型(d)のいわばさらに手前、すなわ

ち経済発展やそれに伴う医療システムの整備、衛生水

準の向上等が十分になされぬまま、自ずと低い医療費

水準にとどまり、未だ「医療費適正化」という問題そ

のものに直面するに至っていない多数の発展途上国が

あるわけである(図 2)。

(2)医療費の増加要因

では何故医療費の増加パターンにこのような差が生ず

るのであろうか。こうした相違の背後にある原因は何で

あるのか。このことを見ていく手がかりとして、まず初
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めに日本とアメリカのこれまでの医療費の増加とその要

因を例にとって議論を進めてみたい。

1 )アクセス要因

(表1)は日本とアメリカにおける国民医療費の年平

均伸び、率と国民所得またはGNPの伸ぴの相関を 5年毎

のタームで比較したものである。

日本の場合では、国民医療費の伸びが国民所得の伸び

に対して特に大きかった時期は昭和35-40年の時期であ

り (いわば「第 1の医療費高度成長期J)、これは我が国

において国民皆保険が達成され(昭和36年)、国民の医療

へのアクセスが大きく拡大したことによる部分が大きい

ものと考えられる(，患者調査」によれば、受療率は昭和35

年から40年にかけて23.0%の大幅な伸びを示している)。

その後医療費の対国民所得比での伸びは一時落ち着く

が、それが再び大きな伸ぴを示すのが昭和40年代後半

-50年代前半の10年間である(いわば「第 2の医療費高

度成長期J)。この背景には、①投薬及び検査を中心とし

た大幅な技術革新に伴う「自然増」の大きな伸び(後段

でくわしく検討)、②「物価・賃金スライド制」に基づく

診療報酬の大幅な引き上げ(昭和53年改定まで)(注 3)、

③老人医療無料化(昭和48年)等による老人受診率の大

幅な上昇、等が働いているものと考えられる。しかし、

こうした状況を受けての政策的対応一一診療報酬をもっ

とも大きなツールとする医療費適正化政策の本格佑一ー

と、自然増そのものの鈍化等により、表からも明らかな

ように昭和50年代後半以降医療費の国民経済全体の中で

(図 2) 1人当たり GDPと1人当たり医療費の相関(1988-90年)
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表 1 日米の医療費の中長期トレンド

(NI， GNPとの相関)

入
日本 アメリカ

N 1の年医療費の GNPの 医療費の
平均伸び年平均伸 (B) 年平均伸 年平均伸 (D) 

率 ぴ率 (A) び率 び率 (C) 

(A) (%) I(助(%) に) (%) (D) (%) 

sjg 

35-40 14.8 22.4 1. 51 

40-45 17.9 17.3 0.97 7.6 12.3 1.62 

45-50 15.4 21.3 1. 39 9.5 12.1 1.27 

50-55 10.0 13.2 1. 32 11.3 13.3 1.18 

55-60 5.4 6.0 l.l2 8.0 11.0 1. 38 

60一平2 5.8 5.2 0.89 6.4 9.5 1.50 

(注)太字は経済全体の中でとくに医療費の伸びが大きかった時期
を示す。

(出所)日本 統計情報部「国民医療費」。アメリカ 'HealthCare 
Financing Review J (1991 Fall)等から作成。

の伸びは顕著に鈍化するに至っているのである。

以上をアメリカの場合と対比するといくつかの興味深

い事実が浮き彫りになる。

アメリカの場合には、際立って医療費の伸びが大きな

時期は第一に1965-70年(昭和40-45年)の時期と、第

二に1980年代(昭和50年代後半)に入って以降現在まで、

であることがわかる。前者は、他でもなく 1965年におけ

る、アメリカ初の公的医療保険制度であるメデイケア・

メデイケイドの成立による部分、すなわち公的医療保険

の整備による医療へのアクセスの大幅な改善(受診率の

上昇)が大きしこれは、日本における昭和35-40年の

大幅増加期と内容的に類似している。

続く 70年代はアメリカにとって医療費の伸びは相対的

にはやや落ち着いた時期であったが、 80年代に入って再

び高騰を始めることとなった。ただし、先の65-70年の

時期は医療費の伸ぴは上に述べたように「医療供給その

ものの量」の伸びによる部分が大きかったのに対し、こ

の80年代以降の医療費の伸びは、むしろ純粋に医療の「価

格」の伸びによる部分が大きかった。こうした中で、 1983

年にはメデイケアのホスピタル・フイーについて、いわ

ゆる DRGに基づく定額払い制が導入され入院医療費の

抑制が図られたが、医師技術料(ドクターズ・フイー)

はその後も高騰を続け、医療費全体の大きな増加要因と

なっていた(注4)。こうした状況を踏まえ、これまでア

メリカにおいて聖域であった医師技術料についても、日

本と同様の点数表による価格規制が1992年以降メデイケ

アにおいて実施されるとともに、現在のクリントン政権

における医療保険改革論議に連なっているのである。

以上から明らかなのは、第一に、両国とも公的医療保

険制度の拡充からくるアクセス上昇による医療費大幅増

加の時期を経験していること、第二に、そうしたいわば

医療供給の量 (Q)的拡大の時期の後には価格 (p)上

昇による医療費増加といっ要因が相対的に大きくなり、

「価格コントロール政策」をとったか否かで大きく結果

が異なる、ということである。

2 )技術革新要因から高齢化要因へ

さらに医療の内容面、特に技術進歩による医療費増加

まで立ち入って把握していくためには、診療行為別にみ

た医療費の増加要因の年次的な推移についての分析が必

要となる。(図 3)は 1件当たり医療費の増加の診療行為

別寄与率の変遺を示したものであるが、これを見ると、

医療技術の変化等に伴い、各年代によって診療内容のパ

ターンが大きく変化していることがわかり、これはその

まま戦後日本の医療の技術変化の歴史の一端を示してい

るといえる。

すなわち、昭和40年代を中心に医療費の伸びを牽引し

ていたのは他でもなく“投薬"すなわち「薬」であり、

例えば昭和46年には医療費全体に占める薬剤の比率は

46%にも及び、実際にも、この頃まさに“薬漬け医療"

に対する批判がピークに達しようとしていた。しかしそ

の後、薬価基準の適正化等を通じ、近年では薬剤の比率

は30%前後で推移しており、医薬品の医療費増加への寄

与率は比較的小さいものになっている。

代わって登場したのが「検査」である。図に示されて

いるように、特に昭和50年代以降、検査が医療費を増加

させる牽引車の役割を果たした。これは、自動血液化学

分析(オートマチック・アナライザー)やCTキャン等、

この時期に特に際立つて起こった診断機器を中心とした

技術革新一一エレクトロニクス技術の革新を踏まえたい

わゆるME (メデイカル・エレクロニクス)の台頭がそ

の中心であった-~こ伴う必然的なものであった反面、

ともすればそうした検査が過剰に行われる傾向も存在し

ていた。そのため、診療報酬上も種々の包括化措置等が

とられ、その結果、近年では医療費増加への検査の貢献

率は顕著に減少している。

以上をまとめれば、かつて医療費増加の駆動要因であ

った薬剤(昭和40-50年代前半)、検査(昭和50年代)の

寄与率が近年著しく縮小しており、これが「自然増鈍化」

の最大の原因と考えられ、その背景としては、

(対診療報酬上の点数組み替え等を通じたこれらの自然増

の抑制

(イ)“医療費誘発型"の技術革新そのものの近年における

落ち着き

の両者が挙げられる。

こうした状況を経て、近年における医療費増加の最大

の寄与要因となっているのは、(図 3)に示されているよ
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(図 3) 1件当たり医療費の増加に対する診療行為別寄与率

診察 投薬 注射 入院

1960-65年 l-・・・・・ 紬|圃|

65-70年

70-75年

75-80年

80-83年

83-90年

在宅療養

(出所) 社会医療診療行為別調査より作成。

精神病特殊療法

画像診断

理学療法 検査

処置

手術麻酔

放射線

治療

(注) 1.ここでの「診療行為別寄与率」とは、 1件当たり医療費の増加全体に対して各々の診療行為の 1件当

たり医療費の増加が占める割合をいう。

2.点数組み替えによる見かけ上の増減の影響を避けるため、 1980-90年の期間については1983年で区切

つである。また、 83-90年分については、注射及び理学療法の 1件当たり医療費は減少しているが、こ

の分は無視して寄与率を算定。
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うに「入院J (看護料、室料、給食料、入院時医学管理料

等)であり、これらは「技術」というより、「マンパワー

(人件費)及びキャピタル(資本)関連コスト」的な性

格のものであることに注意する必要がある。そして、こ

の背景には、高齢化の進展や慢性疾患への疾病構造の変

化の中で、老人介護や長期療養など、「ケア」的なサービ

スの比重がますます高まっていることが、大きく働いて

いるのである。

3 )技術革新要因の今後の展望

ここで、技術革新要因についてもう少し踏み込んだ議

論を展開してみたい。

上に見たような70年代における検査、診断機器を中心

とした技術革新は、戦後の「第 2次医療技術革新」と呼

ばれることがある(注5)。これは、戦後まもなくの昭和

20年代におけるストレプトマイシン等の抗生物質の開発

に代表される「第 1次医療技術革新」が、感染症を中心と

する疾病の発生機序の機構解明に立った上でそれを完全

に撲滅するいわばく医療費削減型〉の医療技術革新であっ

たのに対し一-------wuえば、抗生物質の開発により結核はほ

とんど撲滅され、昭和30年には結核医療費は我が国医療

費全体の 4分の 1以上を占めていたのが一気に減少し、

現在では 1%前後を占めるに過ぎなくなっている一一、

「第 2次医療技術革新」は「診断」機器が中心であった

こともあってきわめてく医療費誘発型〉の技術革新であ

ったのである。

元エール大学医学部長のルイス・トマスは、医療技術

ないしサービスの全体について、

①「非・技術 (nontechnology)J いわゆるケアとか支

援的セラピーと呼ばれるもので、(科学)技術という性

格が相対的に薄いもの

②「途上的技術 (halfwaytechnology) J 疾病の発生機

序そのものの解明は当面括弧に入れておいた上で、い

わば対処療法的に行われる技術(臓器移植、人工臓器

等)

③「純粋技術 (genuinetechnology) J 疾病の発生機序

の解明に立った上で、それを根治する技術(ジフテリ

ア等への免疫療法、抗生物質による結核等の治療、ホ

ルモンによる内分泌系疾患の治療等)

という「医療技術の 3段階発展論」を展開し、医療費は

「非・技術」から「途上的技術」に移行するにつれてい

ったん大きく増加するが、研究開発がすすみそれがさら

に「純粋技術」の段階まで到達すると、疾病の治療に投

入すべきコストはむしろ低下すると論じた(注 6)。

こうした医療技術革新のモデルに照らして戦後日本の

医療技術の展開を振りかえるとき、まず上述の「第 1次

医療技術革新」が、結核等の感染症の機構解明に立脚し

たものであり、また大きな医療費「削減」効果をもたら

したという点においてもトマスのいう「純粋技術」に該

当することについては異論はなかろう。そして、こうし

た技術変佑の背景にある「科学」上の革新のルーツは、

19世紀後半のパスツール、コッホら以降の流れをくむ細

菌学や生化学の成立と発展であった。

問題は「第 2次医療技術革新」の位置づけである。科

学史的な視点からみるならば、オートマチック・アナラ

イザーやCT，MRI，ファイパースコープ等の診断・

検査機器、レーザーメス、体外衝撃波結石破砕装置等の

治療技術など、第 2次医療技術革新を支えた技術進歩は、

実のところエレクトロニクス関連技術を中核とした物理

ないし工学系の技術革新に負うところが大きしこれら

は基本的に今世紀初頭から半ばに至る物理学を中心とし

た科学の目ざましい発展(量子力学と相対論に象徴され

る)とその応用の華々しい成果であって、生体における

疾病の機構解明そのものを内容としたものではなかっ

た。そしてこれらの技術は疾病の早期発見や診断技術の

向上等に寄与する半面、感染症に対する抗生物質のよう

なかたちで疾病を根治する「純粋技術」ではなく、基本

的に「途上的技術」であったといえる。そして、こうし

たエレクトロニクス関連技術が成熟期を迎える中で、現

在では例えばCTスキャナーの普及を示すS字カーブも

成熟段階に達しつつある(図 4)0 (注7)

ところが、特に近年コンビューターサイエンスの発展

とも連動しながら、分子生物学等生命科学系の諸科学が

飛躍的な展開を遂げつつあり、今世紀初頭の物理学の革

命に匹敵するような形での、新たな理論科学の革新が起

きつつある。こうした中で、疾病の発生機序の遺伝子レ

ベルでの解明や、老化現象の解明、早期発見や予防を含

めたこれらの漸進的な応用等、臨床応用への道はなお多

くの課題を残すにせよ、これらが今後21世紀にかけて

様々な「純粋技術」として結晶していくことは否定でき

ない。こうした意味において、今世紀前半の物理学を中

心とした草新に起源をもっメデイカル・エレクトロニク

スを中心とした「第 2次医療技術革新」から、生命科学

そのものの発展に礎を置く新たな「第 3次医療技術革新」

が今後前面に出てくる可能性があると考えることはあな

がち不合理で、はあるまい(表 2)。

先に、近年の我が国の医療費増加は、 70-80年代を中

心とした第 2次医療技術革新時代における技術関連要素

を主因としたものから、高齢化を背景とした「ケア」の

比重の高まりから「マンパワー&キャピタル」関連要素

にシフトしていることを示したが、今後の医療技術革新

について見れば、少なくとも一部にはかつての第 1次医
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表 2 医療技術革新の展望

第l次 第2次 第3次
医療技術革新 医療技術革新 医療技術革新

時期 戦後-60年代 70年代~現在 現在~

主たる 抗生物質による結核 MEを中心とする診 疾病の発生機
内容 等の治療 断・検査技術 (C序の遺伝子レ

T等) ベルでの解明
治療技術(人工呼吸 と治療

外科技術の進歩(輸 器、内視鏡利用、
血・麻酔等) ESWL、レーザ

一、放射線治療
等)

人工臓器、移植医療
ICU 

基盤と 19世紀後半以降の細 20世紀初頭~半ばの 分子生物学等
なる理 菌学~生化学等の発 物理科学の革新と発 生命科学の草
論科学 展 展(相対論、量子力 新
の革新 学~コンビュー夕、

エレクトロニクス)

対象疾 感染症 慢性疾患
患

技術の 純粋技術 途上的技術 純粋技術
性格

医療費 医療費削減型 医療費誘発型 医療費削減
への影 型?
響

(出所)筆者作成

療技術革新の場合のようなく医療費削減型〉のものが含

まれうるものと考えられるのであり、この意味でも体系

的な「医学研究振興政策」を我が国の医療政策の中に正

当に位置づけ推進していくべきものと筆者は考える(注

8 )。

2. r経済成長と医療費増加」の基本的パターン

と日本の経験

(1 )一般的モデル

以上、医療費の増加について、その要因にそくして概

観してきたが、特に経済成長ないし経済の発展段階との

関係で 1国の医療費の増加パターンを動的な過程におい

て考えるとき、実質的にみて以下の点が主要な要因とし

て働くものと考えられる(注 9)(注10)。

a経済成長

C技術革新

bアクセス

d高齢化

すなわち、 aの要因(具体的にはGNPの伸び率等)
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に対して、 b、 C、dの各要因が①どのタイミングで、

②どれだけの規模で起こるかが、その国における「医療

費増加と経済成長」との関係を規定する、というのがこ

こでの基本的な仮説である。この場合重要であるのは、

以下の具体的な論述で明らかにしたいが、 aやdの要因

がいつ進行するかはまさにその国の置かれた状況によっ

て千差万別であり、先進国から発展途上国までのタイム

ラグが存するわけであるが、 c (技術革新)の要因につ

いては、科学技術そのものの普遍性から、ほとんど全世

界的に同時進行する、という点である。

さて、こうした経済成長と医療費増加についての基本

的なモデルに照らしてとらえ返し場合、日本の経験は次

の二重の意味で幸運でおあり、このことが現在までの「経

済規模に比して相対的に低い医療費」を実現してきた大

きな要因のひとつであったと考えることができる。

1)'アクセス増加による医療費増加」の時期と、，(医

療費誘発型の)技術革新による医療費増加」の時

期を 2段階に分散して経験することができた、と

いう点。

2 )高齢化が本格的に進行する一歩前の段階において、

きわめて高い経済成長の時期を経験することがで

きた、という点。

以下、それぞれについて見ていきたい。

(2)アクセス要因と技術革新要因のタイムラグ;後発中進

固との対比において

まず1)については、これを特に現在における中進国

や発展途上国の置かれた状況と対比すると明確に理解さ

れる。一般に、一定の産業化の過程を通じて経済成長をス

タートさせた国は、それに伴い医療制度の整備を含めた社

会的インフラストラクチャーの整備に着手することとなる

が、特に医療保険制度の整備に関して彼らが直面する困

難は、それがアクセス上昇(上記要因 b) による医療費

増加と技術革新によるそれ(同 c)を同時にもたらしてし

まい、しかもそれが経済成長に比して負担可能な許容限度

をしばしば上回ってしまうほどに大きな規模になる、とい

う点である。こうしたことは、例えば筆者も参加したイン

ドネシアでの「第 9回国際社会保障協会 (1S S A)アジ

ア・太平洋地域会議J (1991年 9月)における「医療保障

制度における医療費抑制方策」セッションにおいても、

多くの中進国~発展途上国から発言のあった点であるが、

考えてみれば、これは先に指摘した医療費増加をめぐる

技術革新要因(c )が、科学技術の普遍性のために全世

界的にほとんど同時進行するという点に由来するものと

把握することができる。すなわち、そうした中進国~発

展途上国が医療施設整備や医療保険制度を整備しようと

した場合、そこにおける機器等を含めた医療技術そのも

の(例えばX線CT) は先進国と同様の最新のものがい

きなり導入されることになるため、それはアクセス上昇

と同時に急激な 1件当たり医療費の増加をもたらすこと

になってしまうのである。この点、日本の場合は、先に

みたようにこれまで「第ーの医療費高度成長期J(昭和30

年代後半)と「第二の医療費高度成長期(昭和40年代後

半-50年代前半」を経験してきたが、前者は主に国民皆

保険制度の成立による「アクセス上昇」要因、後者は主

にこの時期に先進国にほぽ共通して起こったメデイカ

ル・エレクトロニクス (ME)技術の革新による検査等

を中心とした，(医療費誘発型)技術革新」要因によるも

のであり、

まさに「アクセス上昇」要因と「技術革新」要因による

医療費増加を 2段階に分けて経験することができたので

ある。もし例えばかりに国民皆保険制度が成立する前後

の昭和30年代に、検査等におけるME技術の革新(先に

整理した「第 2次医療技術革新J)が生じていれば、医療

財政は当時においてほとんど破綻をきたしていたであろ

う。日本の場合はこれは仮定の問題にとどまるが、こう

した問題に今現実に直面しているのが現在の中進国や発

展途上国なのである。

具体的なケースとして、例えば韓国の例を見てみよう。

韓国の場合、 1963年(昭和38年)に「医療保険法」がい

ったん成立するが、義務的なものではなかった点や財源

的な不足から、 1976年までの時点でわずかに 4つの職域

型医療保険組合と 7つの自営業型組合が存在するのみで

あった。こうした状況を打開するため、またある程度の

経済成長の実現から、 1977年(昭和52年)に初の義務的

医療保険制度が導入され(対象は従業員500人以上のすべ

ての企業)、徐々にその対象が拡大され (79年、 81年、 83

年、 88年)、その結果1989年(平成元年)には国民皆保険

制度が成立したのである。義務的な公的医療保険導入後

12年目の成果であった(注11)。

こうして、韓国にとっての1980年代は公的医療保険制

度整備によるアクセスの急上昇の時期であったが、同時

にこの時期はMEを中心とした「第 2次医療技術革新」

が既に起こった後の時期であったため、同国は「技術革

新要因による医療費増加」を同時に経験しなければなら

なかった。例えば、 CTキャナーについてみると 1990年

において総合病院の46.3%，一般病院の11.0%がCTを

保有しており、， 1人当たり GNP約5000ドルの国が20万

人に 1人の割合でCTを保有しているのは異例で、ある」

との指摘もなされているが(注12)、これらは先に指摘し

た「医療技術革新は科学技術の普遍性から世界的に同時

進行する」という点を証左するものであろう。そしてこ



の結果、韓国の医療費対GNP比は1980年の4.0%から85

年の5.6%へときわめて急激に上昇することとなった。

この医療費水準は、現在の日本のそれよりもなお高い

こと、しかも韓国の高齢化比率 (65歳以上の人口割合)

は1990年においてなお4.7%と日本の半分以下であるこ

とに注意されたい。こうした状況から、同国は我が国以

上に強力な医療費適正化策を余儀なくされ、例えば1989

年には、一部の例外を除き全国を140の地区に分けた上で

の完全な「紹介外来制」が採られるに至った。

おそらく韓国のケースは、その経済成長の大きさから

みても他の中進国や発展途上国に比べれば比較的許容可

能な範囲のものであったと考えられるが、いずれにして

もこうした例は、経済成長において後発し、その結果医

療保険制度の整備に当たって「アクセス上昇」要因 (b)

と「技術革新」要因(c )を同時に経験せざるをえなか

った国が、いかに急激かつ困難な医療費増加に直面し、

かっそれに対応して強力な適正化政策を採らざるを得な

いかを示すとともに、 1970年代を中心として起こったM

Eを中心とする「第 2次医療技術革新」“前夜"に国民皆

保険制度を実現させた日本の経験の幸運さを、改めて明

らかにしてくれるものと考えられる。

(3)経済成長と高齢化のタイムラグ;ヨーロッパ諸国との

対比において

次に 2)の点(高齢化が本格的に進行する一歩前の段階

において、きわめて高い経済成長の時期を経験すること

ができたという点)について考えてみたいが、これについ

ては、以上述べた1)の点が、中進国や発展途上国との対

比において明らかになるのとは対照的に、先進国特にヨ

ーロッパ諸国との対比において明瞭になるものである。

ここで、本論文の冒頭でみた(図1)に立ち戻ってみ

よう。たしかに「医療費の対GDP比」という観点から

みる限り、我が国のそれは1980年代以降ほとんどフラッ

トであり、先進諸国の中でもっとも医療費適正化が功を

奏し、かつ、このトレンドが続く限り医療費の経済全体

に占める位置についてさほど深刻に考える必要はなく、

それどころか医療の質の向上のため診療報酬水準の積極

的な引き上げが必要で、あるとも見える。しかし果してそ

うであろうか。

ひとつの大きな問題は、こうした国際比較を行う場合、

単純に「医療費の対GDP比」の数字のみを比較し、そ

れぞれ(すなわち医療費増加と GDPの伸び率)の動的

な変化を十分見ていないことである。というのも、医療

費の増加と経済成長率はある程度独立した動きを示すた

め、例えばたまたま高い経済成長率が一時的に生じたこ

とが見かけ上「医療費の対GDP比」の伸ぴを小さくさ
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表3 医療費の実質伸び率の国際比較

(1975-90年;5年ごとの%)

75-80年 80-85年 85-90年

日 本 45.5% 20.2% 26.8% 

イ 、ソ 2l.5% 8.9% 8.6% 
フフンス 27.2% 19.6% 20.7% 
アメリカ 28.9% 28.4% 31.8% 
イギリス 15.5% 14.2% 2l.2% 

(出所)OECDデータより作成。

せる、といったことが生じてしまうからである。

こうした点を避ける意味でも、まずは医療費増加率の

みに着目した国際比較を行う必要がある。それを示した

のが(表 3)である。

(表 3)から次のことが明らかになる。すなわち、特に

80年代以降で比べた場合、日本における医療費の実質伸

び率は、もっとも高いアメリカに次いで5か国中 2位で

あり、フランス、イギリス、 ドイツのそれを上回ってい

る、ということである(すなわち、アメリカ、日本、フ

ランス、イギリス、ドイツの順)。特に80年代後半のそれ

はアメリカのそれに迫る程度であり、この背後には、い

わゆる“駆け込み増床"(昭和62年~平成元年)による急

激な病床増加等が働いているものと考えられる。

こうした事実は、今まで一般に指摘されてきた「日本

における強力な医療費適正化政策の成功」ないし「行き

過ぎた医療費抑制」というイメージをくつがえす要素を

持っているものと考えられる。すなわち実質的な医療費

増加としては、日本はアメリカに次いで大きな伸びを示

しているのである。ではなぜそれにもかかわらず「日本

の医療費適正化政策の絶大な効果」ということがいわれ

てきたのであろうか。

これに対する答えは自明であって、医療費の大きな伸

びにもかかわらず、まさに80年代特に80年代後半におけ

るそれを上回る大幅なGNPの伸びが、結果的に「医療

費の対GDP比」の低い伸ぴに大きく貢献したのである。

その実体は何かと問えば、他でもなくいわゆる「パブワレ

経済」の膨張なのであり、仮にパフやル経済が一過的な現

象に過ぎないのだとすれば、 80年代後半の「医療費の対

GDP比の低成長」も、バブル経済のもたらした見かけ

上の現象である側面を多く有していると考えるべきであ

ろう。換言すれば、冒頭で(図1)にそくして先に述べ

たように「医療費水準の動向の近年のトレンドが将来も

続くと仮定すれば日本の医療費は将来においても低い水

準」という場合の「仮定」はきわめて蓋然性の低い仮定

にとどまるものである。現に、 90年度(平成 2年度)以

降を見ると、医療費と国民経済の伸びは、
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(図 5)受療率の年齢階級別推移
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医療費の対 国民所得の対
前年伸び率(%) 前年伸び率(%)

平成 3年度 5.9% 4.7% 

4年度 7.6% 0.3% 

5年度(推計 4.5% 4.1% 
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となっており、いずれも医療費の伸びが国民所得の伸び

を大きく上回っている。繰り返すが、このような結果と

なるのは医療費がこの時期に至って再び急、激な伸びを示

したからではなく、国民所得やGNP等経済の側が「構

造的な低成長期」に入ってきたからなのである。

先に医療費の一般的な増加要因として b (アクセス)、

c (技術革新)、 d(高齢化)の 3つを挙げたが、 aが「受

療率の成熟化」という形でほぽプラトーに達し(図 5参

照。なお、医療法による病床規制のスタートにより、「供

給が需要を生む」という効果も見られなくなってきてい

る)、 bについても先述のように医療費誘発型の技術革新

が落ち着いてきた現在において、今後医療費増加の中心

要因となるのがCの要因であるが、これについては特に

ヨーロッパ諸国との対比でみるとき次の点に注意すべき

であろう。すなわち、戦後現在までの時期を中長期的な

視点でみるとき、ヨーロッパ先進諸国の場合は、比較的



医療費増加と経済成長 79 

早くから経済が成熟期(=低成長期)に入るとともに、

並行して「ゆるやかな」高齢化を同時に経験してきた。

これに対し後発型経済としての日本の場合は、高齢化の

スピードが加速する以前の比較的「若い」時期に急速な

経済成長を経験したため、ヨーロッパ諸国に比べれば、

これまでは c (高齢化)の要因をほとんど無視すること

ができるほどに GNPや国民所得が相対的に大きな伸び

を示してきたのである。

このことは、各国における経済成長と高齢化の進展の

関係を概観した(図 6)からも理解することができる。

すなわち、 1960年から1990年までの経済成長 (GNPの

伸び)と高齢化の推移を比較したとき、ヨーロッパ諸国

がいずれもほぼ同様の傾向を示している(すなわち、実

質G N Pは1960年を100とした場合に概ね200-300への

伸ぴであり、他方高齢化率は相対的に高い水準でしかも

ゆるやかに増加)のに対し、我が国のみは、実質GNP

が6倍以上に増加する半面、高齢化は低い水準で推移す

るという、際立つたパターンを示し、この意味できわめ

(図 6)経済成長と高齢化の相関関係(国際比較)

〔縦左軸:実質GNP(1960年=100)、縦右軸:高齢化率(65歳以上の人口割合))
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本稿での議論をまとめると、医療費をめぐる日本のこ

れまでの経験は、

1)fアクセス上昇による医療費増加」の時期と、 f(第 2

次)医療技術革新による医療費増加」の時期を 2段

階に分散して経験することができたこと、

2 )高齢化が本格的に進行する一歩前の段階において、

きわめて高い経済成長の時期を経験することができ

3 .若干の総括

Vol.1 1994 

て有利な状況に置かれてきたのである。

しかし、これは結果的にはまさに「ツケを後に回して

いる」形となっているのであって、今後我が国は一方に

おいて経済が構造的な成熟期に入るとともに、他方にお

いて高齢化のスピードはむしろ加速化する。例えば昭和

45年から60年までの15年間で65歳以上の人口割合は7.1

%から10.3%まで3.2ポイント増加したが、昭和60年から

医療経済研究80 

たこと、

というこ重の意味において諸外国と比較して幸運で、あっ

た。今後を展望した場合、①「医療費誘発型」の技術革

新の落ち着き、②受療率の成熟化、加えて③医療法によ

る病床規制のスタートという 3つの構造的要因により医

療費の「自然増」がかつてに比べ大きく鈍化しており、

したがって(診療報酬を大幅に上げない限り)今後我が

国の医療費がかつてのように「急激に」増加することは

ない。しかしながら、入院料等の「ケア」関連要素{マ

ンパワー&キャピタル関連要素)が医療費の主要な増加

要因となっていること陪も示されているように、高齢化

要因によりそれは着実かっ安定的に増加していくのであ

り、他面において日本経済が構造的な成熟期・低成長期

平成12年までの15年間は17.0%へと 6.7ポイントも上昇

し、さらに平成12年から27年までの15年間では7.1ポイン

ト上昇するのであり、これは(図 6)からも明らかなよ

うにかつてのヨーロッパ諸国が経験したことのない急激

な上昇である。

したがって、医療費と国民経済との相関関係について

現在の状況及ぴこれまでの推移をみた限りにおいて、我

が国のパフォーマンスが相対的にすぐれているのは、以

上見てきたように f(日本が後発型経済であったがゆえ

に)高齢化が本格的に進行する手前の段階においてきわ

めて高い経済成長の時期を経験することができた」とい

う、経済成長(先の a) と高齢化(先の c) のタイムラ

グによる部分がきわめて大きいのであり、むしろこのこ

とは逆に今後の我が国の直面する状況の厳しさを示して

いるといえるのである。

(図7)医療の本体部分と周辺部分
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の経済成長との関係からみて資源制約が強く働く中で、周辺部分(特に A，B及びD)に

資源投入をシフトしていくことが、トータルとしてより対費用効果の大きい医療構造となる

のではないかと考えられる。

D. 



に入りつつあること、しかも経済成長と高齢化とのタイ

ムラグの構造が日本の場合ヨーロッパ諸国と根本的に異

なっていることを踏まえれば、一方においては医療技術

評価や「成果研究」、情報開示の推進等「医療の質」に注

目した新たな政策展開を図りつつ、第一に、今後も「医

療費の無駄の排除、医業経営の近代化・効率化、医療費

の『配分』の是正」等の適正化政策は強力に追求してい

く必要がある(注13)。むしろ、そのようにして初めて、

我が国は高齢化のピーク時においてヨーロッパ諸国と同

様の医療費水準を維持することが可能となるのである。

第二に、この場合、これからの医療政策に求められて

いるのは、医療費全体がこのように「限られたパイ」で

ある中で、医療の「どの部分」に資源を重点的に投入し

ていくことが健康水準の達成との相関においてもっとも

cost effectiveとなるか、という視点である。私見では、

こうした点を考えるにあたり、筆者が以前から示してい

るような(図7)で整理したような「医療の本体部分(な

いし急性疾患への治療を中心とする医療の「ルーティン

的部分J)から、その「周辺部分」、特に「研究開発」と

「予防」の領域に資源配分をシフトしていくことが、本

論文で述べたような医療における技術革新の今後の展望

(生命科学の革新を踏まえた純粋技術へのシフト)や疾

病構造の変化を考慮すれば、マクロとしてより cost

effectiveな医療政策となるのではないか、と考える。こ

うした点についての実証研究が、今強〈求められている

のである。
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直す時期」、『社会保険旬報~ 1994年 1月1日号-2月

21日号(勤草書房より近刊予定)である。
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Increases of Health Care Expenditures and Economic Growth 

Access， Technological Changes and Aging 

Y oshinori Hiroi 
(Ministry of Health and Welfare) 

The long term trend of the health care expenditures of J apan is analised in 

terms of①analysis of the chronological change of the factors of increase， particularly 

with the attention to (a) increase of accesibility， (b) technological innovation， (c) 

change of population structure， and ②corelation with economic growth. Based on 

these analyses， future prospests of J apanese health care expenditures and policies to 

be taken are presented. 

Key words: increases of health care expenditures， economic growth， natural increases， 

analysis of the factors for the health care expenditures increases of Japan， 

technological change， international comparison 
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医療のネットワーク化と情報
一組織関連携と取引コストアプローチー

遠藤久夫*

本稿は、医療資源の効率的配分のために組織間連携が重要で、あるという視点から以下の議論を展開した。(1)医師・患者

問、および医療機関相互に認められる 4タイプの情報の不完全性が医療資源の効率的な配分を失敗させる大きな要素で

あることを指摘。 (2)これらの情報の不完全性は医療サービスの取引が市場モードでおこなわれていることに起因するこ

とを指摘。 (3)取引コストの経済学の視点から市場モードと計画モード双方のメリット・デメリットを考察し、医療サービ

スは、参加メンパーの自由度が高いという市場モードのメリットと、長期的取引による情報伝達効率が高いという計画モ

ードのメリットを兼ね備えた中間モードで供給されることが重要で、あることを検討する。 (4)この中間モードによる医療

システム(ネットワーク)に移行させる政策手段のポイントとして、①規制よりインセンティブの方が効果的、②組織問、

医師・患者聞の情報連結の重要性を指摘した。

キーワード 情報の不完全性、ネットワーク、取引コスト、市場モード、計画モード

はじめに

医療分野への予算制約が厳しさを増す環境下にあっ

て、医療のコストパフォーマンスを維持・向上させるた

めには医療資源の有機的な連携が重要で、ある。現実に医

療界においても病診連携、病病連携、医療と福祉の連携

などが大きなテーマになってきている。しかし医療資源

の連携に関しては、かならずしも医療経済学の大きなテ

ーマとはなってこなかったと思われる。本稿では、有効

な組織間連携のポイントが情報の交流による相互作用に

あるという視点に立ち、以下の議論展開をおこなう。

(1)医療の市場の失敗の原因のーっとされてきた情報の不

完全性を再検討し、医療経済学者がこれまで指摘して

きた領域以外にも重要な情報の不完全性が存在するこ

とを明らかにする。

(2)この情報の不完全性は医療が市場モードによって取引

されることによって生じていることを示し、取引コス

トの経済学のアプローチによって、この改善策として

内部組織への移行の可能性を検討する。

(3)医療はその特性から市場モードでも計画モード(内部

組織)でも効率的な資源配分に失敗することを指摘。

それぞれの欠点を補完する第三のモーにすなわち患

者や医療機関の自由度を保証しつつ、患者の利益を第

本電通総研参事

学習院大学経済学部講師

一義的にとらえて組織が緩やかに連携を保つ柔軟性を

もった医療ネットワークを提唱する o

1医療と情報

(1 )医療における情報の不完全性:従来の研究アプローチ

医療の経済特性として情報の不完全性はもっとも重要

なものの一つである。医療経済学が分析の対象としてき

た医療における情報の不完全性は主として次の二つの領

域である。

第ーが、医療保険者に対して保険加入者のリスクが正

確に伝わらないという保険加入者→保険者聞の情報の不

完全性(非対称性)である。この情報の不完全性の存在

により、高リスク集団が医療保険に積極的に加入する逆

選択 (adversselection)や、道徳的危険 (moralhazard) 

と呼ばれる保険加入者が保険加入にともなって意図的に

事故率を高める行為を誘発して資源配分を歪めることが

理論および実証的に研究されてきた。逆選択は任意加入

を前提とした私的保険のみにみられる現象であるためア

メリカなどでは問題となるが、わが国のように強制加入

を前提とする公的保険制度を採用している国では必ずし

も大きな問題ではない。しかし、道徳的危険による医療

需要の拡大は、公的、私的を問わず保険導入によって医

療費が増加する大きな要因のーっと考えられるので、そ

の構造を探るために、保険加入者に一定の自己負担を負

わせる危険負担の程度や方法と医療需要との関係を調べ

ようとする研究が盛んにおこなわれてきた。 1)
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医療経済学が対象としてきたもう一つの情報の不完全

性は、医師と患者の医学知識の偏在から生ずる医師→患

者聞の情報の不完全性である。このタイプの情報の非対

称性が存在するため医療市場では消費者主権が有効に機

能しないとされる (Arrow(1963))。医療に対する患者の

チェック機能が有効に機能しないという現実は医師サイ

ドにある種の機会主義 (opportunism) 2)の発生を許し、

医師の機会主義が金銭的利得の増加に向かった場合は、

医師誘発需要 (phisysiciansinduced demand)の問題と

して扱われる。これは医療費増加の原因の一つだとされ

て、その実態の調査と抑制手段の研究が行われてきた。 3)

情報の非対称性を前提とした医師 患者関係は、医師

を依頼人 (principal)である患者の利益の代理人 (agent)

としてとらえるエージェンシ一関係として扱うことがで

きる。そこでは、医師が患者の完全な代理人として行動

するための方策に関する議論がさまざまな角度からなさ

れてきた。第一の方向は医療内容のモニタリングを強化

して情報の非対称性を改善させようという視点である。

第三者による医療の質の評価やインフォームドコンセン

トなどの情報開示手段を通じて消費者主権を可能な限り

回復させようという考え方である。また、医師一患者聞

の医療知識の偏在は克服しがたいという現実的な立場に

立ち、医療契約に患者の利益を代理する第三者(主に保険

者や医師など)を「委任された観察者J(delagated monitor) 

として介入させることにより情報の非対称性を低下させ

ようとするマネジドケアの考え方が議論されかっ実践さ

れてきた。第二の議論の方向は、医師と患者の利益が閉じ

方向ベクトルを向くようなインセンティブシステムを構

築する流れである。医療費があまりかからずに患者が治

癒すれば医療サイドの利益になるという HMOやPPS

/DRGなどの定額払い制度のもつコスト効率の良さを

強調する意見はこの立場である。第三の方向はモニタリ

ングやインセンティブという「制御のd思想」とはやや趣

を異にする。これは、医師などのプロフェッショナルの

持つ職業倫理は本来、機会主義を自制できるものであり、

医療を過激な市場競争圧力から解放することによって医

師は本来的に患者の完全代理人に近づくという考え方で

ある。売血システムより献血システムの方が良質の血液

が大量に集まるという事実から言えるように、非営利性

と利他主義との親和性は高い。その立場から、医師の職

業倫理が有効に機能するシステムを築くことの重要性を

強調する立場である。利益競争を禁ずる医療機関の非営

利性や、費用償還のリスクを回避させる出来高払い制度

などはこの考え方に立つものといえよう。

(2)経済学者が軽視してきた情報の不完全性

以上示したように医療経済学では、 (a)保険加入者か

ら保険者への情報の不完全性と、 (b)医師から患者への

情報の不完全性、の二つに分析の照準を当ててきた。た

しかに、医療費のコントロールという側面から考えると、

このふたつの不完全性は重要な分析領域だといえる。し

かし、医療の特性を再検討すると医療資源を効率的に配

分する上で、さらに以下の 3つのタイプの情報の不完全

性に新たに着目すべきであることを強調したい。

①患者→医師(医療従事者)聞の情報の不完全性

元来医師が的確な診断・治療を行うためには検査や診

察によって得られた情報以外にも、つぎのような情報が

必要で、ある。

(1)過去の病歴、受療歴などの時系列情報/生活状況、

勤務状況などの生活関連情報

疾病構造が慢性疾患へ移行するにしたがって、診

断精度の向上や的確な治療のために、時系列情報や

生活関連情報の重要性が高まってきている。

(2)他の医療機関で受けている治療や処方に関する情報

高齢者は複数の疾病に羅患しやすいし、時間的余

裕があるため複数の医療機関での受療が可能で、ある。

したがって、高齢イじの進展にともなって複数医療機

関で受療する人の数は増加している。さらに医療の

機能分化、細分化の動きはこの傾向を助長させてい

る。むだな侵襲を避ける意味でも医療費抑制の意味

でも重複検査は減らすべきであるし、薬剤併用事故

も回避しなくてはならない。そのためには他の医療

機関での検査・治療・処方に関する'情報へのアクセ

スが重要になってきている。

(3)治療に関する患者の選好や価値観

国民の権利意識の高まりの中で医療の決定に患者

自らが関与する自己決定権が重視されてきている。

患者の自己決定には医師の助言や協力を前提となる

ので、医療に対する患者の選好基準、価値観が的確

に医師に伝わることが必要で、ある。

②医師(医療機関)→←医師(医療機関)聞の

情報の不完全性 (A)

医療の質を適切に評価できないのは患者だけでなく医

師でさえも、他の医療機関の医療内容を正確に評価する

ことは難しい。患者が医療内容を評価できないのは医学

知識の偏在に基づくものだが、同業の医師にとっても適

切な評価が困難な理由は医療機関相互の情報交流の不十

分さにある。 Donabedian(1980)の分類に従って医療の

質の評価を、構造(設備、人員配置など)、過程(診療手

順)、結果(医学的転帰、患者満足)に分けてみると、専

門家といえども部外者がある程度の精度で評価できるの



は「構造」ぐらいのものである。「過程」や「結果」に関

する十分な情報を入手することができるのは系列関係に

あって人的交流が盛んな医療機関などに限定される。医

療機関は医学の進歩と医療ニーズ、の多様化の中で、機能分

化が進んでおり、患者が予後の状態の変化に応じて最適

な機能をもった医療機関から連続して治療が受けられる

ためには医療機関相互の情報交流がより活発になること

が求められる。

③医師(医療機関)→←医師(医療機関)間の

情報の不完全性 (B)

上の医療機関相互の情報の不完全性 (A) は、医療機

関の相五のモニタリングが不十分で、あることを意味した

が、 (B)は情報処理の規模の経済性を活用できないこと

から生ずる非効率である。これは医療(特に診断)は情

報処理プロセスであるという特性と医療のサービス財と

しての特性とが結びついて生ずる。診断という高度な情

報処理が有効に機能するためには専門的な経験を積んだ、

人的資源(病理医、放射線科医)や高性能の診断機器が

必要で、ある。一方、医療は生産と消費が同時に行われる

というサービス財としての経済特性をもつため、高度な

診断ニーズに対応するためには(とりわけ患者の移動が

困難な状況では)このような人的資源、物的資源が各地

域の医療機関に万遍なく配置される必要がある。しかし、

このような資源には量的に制約がある場合が多く、その

ニーズに十分に応えることはできない。量的制約が無い

場合でもこのような診断ニーズの発生は不連続で、不確実

性が高いため、各医療機関に配属・設置されたこれらの

資源の稼働率は低くきわめて非効率なものになるだろ

う。そこで、医療機関相互を情報網で連結し、情報処理

機能を共同利用すれば規模の経済が発揮できる。しかし、

それぞれの医療機関が個別の動機で運営される現行の医

療システムにおいては、この種の医療機関相Eの情報ネ

ットワーク構築の私的誘因は社会的要求水準を下回るこ

とが多く、有効なシステムは極めて限られたケースにし

かみられないのが実態である。

(3)医療供給システムの 4タイプの情報の不完全性

医療システムはサービス供給システムと財政システム

とにわけて考えることができるが、従来医療経済学で扱

われてきた情報の不完全性は財政システム(=保険制度)

が中心で、サービス供給システムでは医師→患者の情報

不完全性が論じられてきたにすぎない。本稿では、これ

まであまり経済学的に扱われてこなかったサービス供給

システムにおける情報の不完全性についてより掘り下げ

て検討したい。以下、従来から議論されてきた医師→患

者聞の情報の不完全性に上記の 3タイプの情報の不完全
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性(①②③)を加えた 4タイプの情報の不完全性を医療

システムにおける情報の不完全性としてあっかうことに

する。

I 医師(医療従事者)→患者聞の情報の不完全性

II 患者→医師(医療従事者)聞の情報の不完全性

III 医師(医療機関)・医師(医療機関)聞の双方向

の情報の不完全性(A)(不完全なモニタリング)

IV 医師(医療機関)・医師(医療機関)聞の双方向

の情報の不完全性(B)(情報処理の規模の経済

性の未活用)

これらの情報の不完全性は行動主体の「意思決定の誤

謬」や「機会主義」を通じてつぎのような資源配分上の

非効率を生じさせる。

不完全性 1 患者の誤謬を通じて医師や医療機関選択の

失敗をもたらす。患者は不完全情報の下で、

規模や設備の充実という測定可能な「構造J

を質のシグナルとして行動する結果、大病

院志向が高まり本当に大病院の提供する医

療を必要とする患者を排除したり、中小病

院の経営悪化をもたらすといった医療機関

の効率的利用に失敗する。一方、医師サイ

ドは患者が医療の質を評価できないことを

利用して医師誘発需要などの機会主義的行

動にでる可能性も否定できない。

不完全性II:患者の病歴、治療歴、生活関連情報が不足

すると診断精度が低下したり、薬剤併用事

故の危険性も生ずる。

不完全性III:他の医療機関の医療の質がよく分からなけ

れば協力関係を結べる相手かどうかの判断

がつかない。仮に医療内容を理解できたと

しても相手の手の内がよくわからなければ

誠実な協力関係が維持できるかどうか不安

であり、医療連携の誘因は低下する。

不完全性IV:組織聞の情報をつなぐ投資が行われなけれ

ば、医療技術の地域格差が生ずるし、情報

処理の規模の経済性を十分活用できないと

いう非効率を生じさせる。

2医療の取引モードと情報の不完全性

医療におけるこのような情報の不完全性(1 -IV)の

発生は医療サービスがどのような取引モード(様式)で

供給されているかということと密接な関係がある。そこ

でこれからの分析に有用な概念として、市場取引の原理

である市場モードについてその特徴を整理してみよう。
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(表 1)市場モードと計画モードの特徴

[行動特性] 市場モード 計画モード

行動目的 ①自己利益の追求 全体利益の追求

シグナノレ ~価格 中央の命令‘

取引期間 ③短期的 会計年度

取引のペイオフ ④取引完結的 全体で調整

取引相手 ⑤無名性 特定性

[制度特性]

情報の流通 ⑥メンバーへ開示 中央で集中管理

参入退出コスト ⑦小さい 大きい

競争条件 ⑧競争制限の禁止 適宜

(1)市場モードと医療

市場モードはつぎのような特徴をもっている(表 1)。

市場の参加メンバーは自己利益を追求することを目的と

して取引を行うことが認められる(利他的行為を否定す

る意見すらある) (①)。そこでは各人の利益の対立が生

ずるため、メンバー聞の関係は競争関係が前提とされる。

取引の決定は財・サービスの価格対品質を評価・判断し

ておこなわれる(②)。原則として取引期間は短期(③)、

取引にともなう貸借関係は取引ごとに精算される(④)。

取引の参加者を購買力以外の属性によって差別しないと

いう無名性 (anonymity) も重視される(⑤)。参加メン

バーがこのような行動様式に従うことによってシステム

全体で効率的な資源配分が達成されるためには、システ

ム内につぎのような制度がビルトインされていることが

必要である。第ーが、参加メンバーに対して情報が開示

されること(⑥)。第二は参入・退出コストを低く抑える

こと(⑦)。第三に競争制限の禁止(⑧)である。情報の

開示によりメンバーは合理的な意思決定を行うことが可

能になり、参入・退出コストが低く抑えられていること

と競争制限の禁止(⑧)により競争が強化される。

取引の短期性(③)、完結性(④)、無名性(⑤)が組

合わさると、取引をいつ始めても、いつやめてもタイミ

ングによる不利益が生じないことになる。つまり取引の

粘着度を低下させて参加メンバーの行動の自由度を高め

ることにつながる。 4)

(2)医療と市場の失敗5)

市場モードを医療サービスの取引に当てはめて、医療

を市場モードで供給する場合、何が問題なのかを検討し

てみよう o

(1)自己利益追求の容認

医学知識の偏在を背景に医師と患者の交渉力には格

差があるため、医師が自らの利益を拡大させるために

機会主義的行動をとった場合でも患者はそれを排除で

きない。したがって、医師・患者聞の医療契約におい

て自己利益の追求が許されるのは患者だけであり、医

師は患者の利益の代理人として利他的な行動をとるこ

とが求められる。

(2)シグナルとしての価格

多くの先進国では医療需要発生の不確実性を理由に

医療のファイナンスに保険制度が導入されているため、

医療価格は医療需要のシグナルにはならない。とくに

所得分配の視点から患者のリスクと保険料とが対応し

ていない公的保険では価格の意味がさらに低下する。

(3)取引の短期性、取引完結性

慢性疾患の治療は長期化するため、治療の連続性と

いう観点から短期的・取引完結的なスポット取引を前

提とすることは望ましくない。また過去の病歴や治療

歴は現在の治療行為に影響を及ほすことからも医療は

短期的なスポット取引に馴染まない。

(4)無名性

治療の決定には患者個有の病歴、治療歴や生活関連

の情報などが必要であり、また治療の際も患者は「病

気の主」として扱われるのではなく「個性ある人間」

として扱われることを望む。このように医療行為は属

人的、個別的な側面が強〈、無名性を前提としたドラ

イな関係は望ましくない。

(5)情報開示

患者に対して医療の情報が開示されることは望まし

い。しかし歴然とした医師・患者聞の医学知識の偏在

があるため、単に情報が開示されてもそれだけでは消

費者主権は確立しない。セカンドオピニオンやゲート

ドクターなどの情報を解釈し適切なアド、パイスに変換

する仕組みが必要で、ある。

(6)低い参入・退出コスト

患者の医学知識の不足を理由に、医師をはじめとす

る医療従事者の多くが免許を必要とする。その意味で

医療供給サイドの参入障壁は高い。一方、保険制度の

導入により患者の参入コストは低いため慢性的な超過

需要が発生する構造ができあがっている。そのため、

医療市場では患者サイドの市場圧力が有効に機能しに

くいという特徴をもっている。

(7)競争制限の禁止

医師(医療機関)相互の競争は効率を向上させて医療

費抑制につながるとして見直されてきてはいるが、患

者に医療の質を正しく評価することができない以上、

アメニティ部分など患者が認知できる部分での競争ゲ

ームになり、競争均衡解が医学的見地からみて最適な

状態になる保証はない(もっとも医学的最適水準が患

者の満足を最も高めるとは限らない)。さらに、医療シ



ステムの効率を向上させるためには、個々の医療機関

の機能分化を進めることが必要だが、そのことは医療

機関相互の補完関係、協調関係の重要きが増すことを

意味している。したがって、競争制限の禁止は医療の

場合不適切な介入なのである。

このように医療サービスの供給と市場モードとは相

性がよくない。前述の 4タイプの情報の不完全性(I

-IV)は市場モードのもつ基本的な特徴である1)自己

利益の追求(=消極的な協調行動)と、 2)取引の短期

性・完結性(=スポット取ヲJ)によって生じていると

いえる。つまり前者が不完全性皿とIVをもたらし、後

者が不完全性 IとIIをもたらすと考えられる。

(3)計画モードと取引コスト

このように医療は市場モードで取引されると情報伝達

が不完全になり、 1 (3) に示したようなさまざまな不

都合(=非効率)が生じ、その結果、取引コストが上昇

する。たとえば私的保険が中心のアメリカでは病院の保

険請求の管理コストが非常に大きいが、これは市場モー

ドによる取引コスト上昇の例だと考えられる。

取引コストを削減する方法のひとつに、取引を市場取

引(市場モード)から組織内取引へ移行させることが考

えられる。組織内での取引はいわば計画経済の原理(計

画モード)にしたがうことになる。取引コスト経済学は

市場経済の中に計画経済組織である企業がなせか数多く出

現するのかという視点で発達してきている。つまり取引

にともなう決定、計画、調整、交渉などに関するコスト

が市場取引より組織内取引の方が節約できるという文脈

で展開される。では内部組織はなぜ取引コストの削減に

有効なのであろうか。それは一言でいうならば、 1)全体

の利益のためにメンバー聞の駆け引き的な行動(機会主

義)が強制的に抑制され、一方で、 2)情報流通が中央に

より制御されるために情報の不完全にともなう誤謬の発

生を低下させることが期待できるからである。

Williamson (1986)は取引コストの経済学の特徴をつ

ぎのように述べている。(1)取引が基本的分析単位であ

る。 (2)契約問題として提起される問題はいずれも取ヲ|コ

ストを節約する視点から検討すると有益である。 (3)取引

コストの節約は取引を統御機構に割り振りすることによ

って実現する。したがって (a)取引の特性の確認(b)代替

的統御機構のインセンティブと適応的特性の記述が必

要。 (4)取引コスト経済学を実行するには、古典的市場契

約(市場モード)が一方の極に位置し、集権化された階

層的組織(計画モード)が他の極に位置し、企業と市場

組織の混合様式がその聞に位置する、それらの比較制度

論的な評価を伴う。本稿ではこのような視点から医療サ
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ービスの望ましい取引形態・連携形態を探ってみたい。

(4)計画モードの問題点、

さて、市場モードになじまない医療サービスの取引は

計画モードで行われるべきであろうか。必ずしもそうと

はいえない。計画経済が失敗したように計画モードも多

くの問題を含んでいるからである。

計画モードで運営される医療システムとしてイギリス

のNH S (N ational Health Service)が有名であるが、

医師や患者など構成メンバーの不満は少なくない。現行

制度に対する患者サイドからの最も大きな不満は、(1)慢

性疾患の場合の入院待機の長さと、 (2)患者が登録したG

P一人だけしか診察を受けられないという医師選択の自

由に対する制約に向けられたものである。これに対して

サッチャーは1989年に NHS改革白書 (Working for 

Patients)を発表して、自主運営病院の導入やGP選択の

自由度を高めるといった市場原理の導入を試みた。これ

は計画モードで医療システムを運営することの難しさを

示しているといえよう。

一般に計画モードで運営されるシステムはつぎのよう

な「計画の失敗」につながる潜在的な問題を抱えている。

(1)変佑に対する硬直性:組織の維持・拡大が自己目的化

する傾向が強く、市場圧力も弱いため環境変化に対する

対応が鈍い。 (2)管理者の自己利益の追求:集権化により

権限が強化した管理者は個人的利益を追求したり、自己

の権限強化のために行動する可能性がある。 (3)コミュニ

ケーションの歪曲:中央が意思決定するために必要な情

報を提供する役割を担う組織の構成員が、中央の決定が

自分の利益を低下させないょっに情報を歪めて報告する

可能性がある。 (4)腐敗:権限が集中するため賄賂などの

攻勢に負けて腐敗する可能性がある。 (5)非効率性:組織

化が(地域)独占を伴ったり、公的資金によって賄われ

たりする場合は、市場圧力が弱まるためLeibenstein

(1966)がX非効率と呼んだ競争圧力の低下がもたらす

組織内部での非効率が拡大する恐れがある。

このように、医療システムは「市場モードでも失敗す

るが計画モードでも失敗する」という可能性が高いので

ある。

3医療ネットワークの重要性

(1 )市場システム、計画システム、ネッ卜ワーク

それではどのような取引モードで医療は供給されるの

がよいのであろうか。医療システムを評価する基準とし

て、①効率性、②アクセスの公平性、③消費者の選択の

自由が考えられる。アメリカの医療システムの特徴は、
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③は比較的充実しているが、無保険者の存在と医療費の

高騰という点で②と①(とりわけ②)に問題があるとい

える。一方、イギリスのNHSの場合は、②は充実して

いるが、③が極端に制約され、医師、患者双方に不満と

いう形の非効率①が発生している(イギリスの場合、価

格メカニズムが充分機能しないためアメリカのように医

療費の水準を資源配分上の非効率の尺度とすることはで

きない)。

それに対して、国民皆保険制度をとり、患者の医療機

関へのフリーアクセスを厳格に禁止していないわが国の

医療システムは、②および③の一部(消費者選択の自由

があるのは医療機関選択までで医療内容の選択の自由は

低いと言わざるをえない)は比較的充実している。しか

し、情報の非対称性の下での②と③の保証は過度な大病

(表2)市場モードと計画モードのメリット/デメリット

メリット デメリット

市場モード
参加メンバーの自 取引の短期性によ

由度の確保 る情報効率の低下

計画モード
取引の長期性によ 参加メンバーの白

る情報効率の向上 由度の制限

(表 3)市場と計画の中間システム

市場システム ネットワーク 言十画システム

行動目的 自己利益 患者利益 組織利益

選択の自由 局い 局い 低い

情報 開示 開示 中央に集中

構造 柔軟 柔軟 硬直

組織間関係 競争 llZ的包括的取引特徴 短期的個別的 長期的包括

調整 市場圧力 インセンティフや 規制(命令)

行動モード 市場モード 中間モード 計画モード

(表 4)規制 V 5インセンティブ

規制が インセンティブ
望ましい が望ましい

供給者の数 少ない 多い

生産物の構造 単純 複雑

生産物の種類 単ーか少数 多数

価格弾性値 低い 高い

費用と数量に関する情報 入手が容易 入手困難

介入反対の勢力 小さい 大きい

目的 単一、明解 複数、暖昧

(Zeckhauser and Zook 1981) 

院志向などの選択の誤謬を通じて医療資源の効率的利用

の失敗という効率上の問題を引き起こすことにつなが

る。だからといって、中央集権的に組織化された医療シ

ステムによって患者の選択の自由を制限することはNH

Sの現状をみても有効な解決策だとはいえない。患者の

選択の自由を担保することは医師に対する交渉力を保持

し、医療の自己決定権を確保することにつながることを

考えれば、アクセスの公平や選択の自由は確保されなく

てはならない患者の権利だといえる。つまるところ市場

モードのもつ選択の自由を保持し、一方で、計画モード

のもつ長期的取引や裁量的情報伝達機能による 4タイプ

の情報の不完全性の克服が達成できる新しいスキームを

考えることが求められているのである(表 2)。

このようなスキームを本稿ではネットワークと呼ぶこ

とにしよう。ネットワークの特徴はつぎの通りである。

ネットワークではその構成メンバーは患者の利益の最

大化を目的に行動することが期待される。メンバー(医

療機関、患者)には高い自律性が保証されており、シス

テム内では情報の連結がきめ細かく行われるため、適切

な情報を利用して患者利益の増加という視点で自律的に

最適な協力関係を組み立てる。(表 3)からわかるように、

選択の自由、情報開示、柔軟性という点では市場モード、

協力的組織間関係、長期的取引という側面では計画モー

ドという、いわば中間モードにしたがうスキームである。

問題はこのようなスキームを造り出し、効率的な運営を

おこなうためにはどのような条件が必要なのか、つまり

ネットワークのマネジメントに関する研究が必要なので

ある。本稿では紙面制約と研究の不十分さによりネット

ワークのマネジメントの詳細には触れないが、政策的に

は、 (1)インセンティブと(2)情報の連結がポイントになる

ことを強調しておきたい。

(2)規制よりインセンティブ

ネットワークを有効に機能させるための調整手段はイ

ンセンティブによる誘導が望ましい。 Zeckhauserら

(1981) は政府が市場介入する場合、市場の特徴によっ

て規制lが望ましいケースとインセンティブの提供が望ま

しいケースがあることを示した(表 4)。この基準に照ら

すとつぎに示すように医療システムに対する政策介入は

インセンティブの方が有効だといえる。

(1)電力や鉄道のように被規制組織が少なければ規制は

効率的におこなえるが、医療機関や医療従事者の数は多

い。 (2)供給される財・サービスが単一で、あれば合理的な

規制を加えられるが、医療サービスはその内容は極めて

多様で、複雑で、ある。 (3)医療の専門化、細分化は進み種類

は増加している。 (4)価格弾性値が小さければ規制は中立



的であるが、医療の場合、価格弾性値は比較的高いこと

が知られている(特に長期ケアの場合の価格弾性値は大

きい)0 (5)規制当局が個々の組織行動に対する詳細な情報

を効率的に入手できれば有効な規制がおこなえるが、医

療現場の個別の情報を入手することは困難で、ある o (6)被

規制市場に反対が少なければ規制は行いやすいが、医療

分野は医師会や組合など規制に反対する勢力は大きい。

(7)組織目的が単一で、測定容易な基準で評価できる場合

(たとえば利益率など)は規制lが有効であるが、医療の

目的は多様で、あり、かっその質の評価は困難きが伴う。

以上の理由に加えて、ネットワークの本質は自律性で

あるから、ネットワークの形成や活動の調整に対する政

策介入の基本は自由度を保証するインセンティブを通じ

ておこなわれるのが望ましいのである。

(3)情報連結を通じた情報交流の促進

ネットワーク構築の第二のポイントは情報の連結であ

るo 現行の不完全な情報伝達機構の下では、すでに示し

た4タイプの情報の不完全性(1 -IV)が生じている。

したがって外生的に情報を連結して情報の不完全性を是

正することによって以下の効果が期待できる。

①情報の非対称性の低下

情報の連結は情報の非対称性を低減させ、各メンバ

ーの合理的な選択を可能にする。医師は患者に関する

さまざまな情報を取得できるため診断精度は向上する

し、患者は医師の説明の理解と納得が得られ、また医

師に対する信頼感も高まるため医師の指示に対するコ

ンブライアンス (compliance)が高まり、治療効果が

高まる。医療機関相互の頻繁な情報交流は、各医療機

関の能力や方針の理解を深まり、医師が患者に適切な

医療機関を紹介できるクリニカル・コンペテンスが向

上すると思われる。

②モニタリンク、、コストの縮小

情報の交流は情報の非対称性を利用した機会主義の

誘因を低下させる。互いに情報が不十分で、ある医療機

関同士では信頼関係が結べないため、疑心暗鬼になり

協力しあえない医療機関であっても、情報交流により

医療の質や運営方針が双方に理解されると、互いに補

完関係、協力関係が結べないかと努力するものである。

外正的に情報が連結されれば、適当な連携相手を探す

ためのモニタリング・コストは節約される。

③情報交流と「場」の創造

情報の共有は相互に相手の立場や論理を理解するこ

とを助け、共通言語の確立や価値観の共有をうながす。

医療や福祉の分野では協力や連携が必要で、あるにもか

かわらず、さまざまなプロフェッショナルが関与して
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いるので行動原理や価値観、知識や興味が微妙にこと

なる。山本ら (1992)の調査では、最も連携しにくい

相手として、医師は市町村職員をあげ、その理由とし

て「事務的で現状を知らないJ，-医学的立場より行政的

な見解で行動する J ，-保健・医療・福祉に対する知識・

認識不足」などを指摘。一方市町村職員は連携しにく

い相手に医師をあげ、その理由に「多忙で、話し合う時

聞がないJ，-あまり面識がないJ，-接触交流の場がない」

「相手の話を聞かない」などをあげている。ことなる

職種の人達が互いに理解と共感を得ることの難しさが

うかがえる。

ネットワークの形成は、各メンバーにとって、これ

まで独立して限定された分野で関与していればよかっ

た自分の行動を自省して、行動原理を自己変革するプ

ロセスでもある。そのプロセスで重要なのが情報の共

有なのである。伊丹 (1992)は人々が協同作業を行う

上で重要なはたらきをする「場」という概念を、「参加

メンバーが、アジェンダ(何に関する情報か)、解釈コ

ード(どのように情報を解釈するか)、情報のキャリア

ー(情報を伝えている媒体)の要素を共有することに

よって生じる継続的な情報的相互作用」だと定義して

いる。まさに有効なネットワークを形成できるか否か

は、いかに「場」を生成するか、いかに情報の相互作

用を築くかということにかっている。さまざまな行動

原理をもったネットワークの構成員を患者の利益を目

的に連携させるためには強力な情報の共有と共約性の

確立が必要なのである。

④情報処理の規模の経済性の発揮

医療行為は相対取引であり規模の経済がはたらきに

くいといわれるが、検査などは外部の検査施設で一括

分析することによって規模のメリットを享受している。

同様に、病理診断、放射線診断など診断(情報処理)

のなかには規模の経済が期待できるものもある。これ

らの分野では情報の連結を行つことにより資源の有効

活用が達成できるだけでなく、医療技術の地域格差、

施設格差の是正という公平性の確保も期待できる。

重要なことは、ひとたび情報が連結されればこれら

の効果により連携が強化され、連携の強化は情報交流

をさらに促進させるといっ正の循環プロセスが期待で

きることである。

(4)情報連結を強化する政策介入

医師・患者問、医療機関相互の情報効率を高めること

を目的に政府が介入することが合理的根拠をもつのは、

情報交流活動やそれを支える情報化投資の私的誘因が社

会的要求水準を下回る場合である。そのギャップを埋め
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る方法としていくつかのアプローチが考えられる。

(1)診療報酬上のインセンティブ

現行の診療報酬ではCTなどコンビュータで情報処

理が行われる診断機器は支払い対象になるが、病院情

報システムのように診断に直結せずに医療機器とあっ

かわれないものの多くは点数化されていない。また設備

投資は必要としないが時間投入を必要とするインフォ

ームドコンセントの努力も点数評価されていない。 6)

このように情報伝達機能に対する診療報酬上の評価が

低いため私的誘因と社会的誘因とのギャップが生じて

いるのであればその是正が必要で、ある。今回の診療報

酬改定にみられるゲートキーパーとしての情報提供を

評価する診療情報提供料の新設は情報提供活動を積極

的に評価しようという動きとして評価できる。

(2)情報インフラ整備

地域医療情報システム、遠隔画像診断法、遠隔病理

診断法など情報処理に関する規模の経済が期待できる

システムでも、初期投資額が大きいため投資の私的誘

因が社会的要求水準を下回るケースではインフラスト

ラクチュアとして公的負担することも考えられる。

(3)標準化

情報システムにはネットワーク外部性と呼ばれる経

済特性がある。つまり電話に代表されるように、その

ネットワークへの参加者が多ければ多いほどネットワ

ーク加入者の便益が向上するという性質である。その

場合、小規模のネットワークが複数存在するより、そ

れらの全員が単一の大規模なネットワークに加入する

方が個々の加入者の便益は増加する。規格の標準化は

この大規模ネットワークへの統合を意味する。 1Cカ

ードやレセプト電算処理のフォーマットなどは標準化

の必要性があるが、この標準化のプロセスに行政が介

入することも有効で、ある。

(4)規制緩和

情報交流には電子媒体を利用する場合が多いが、遠

隔医療の法律上の位置づけなど解決すべき問題も多い。

88年にファクシミリによる処方転送が許可されたり、

94年には所定の技術水準を満たす画像関連機器を用い

ればX線フィルムなどを直接電子媒体に保存すること

ができるようになるなど、徐々にではあるが変化は見

られるが、電子化された医療情報の法的地位の確立が

急がれる。

おわりに

以上、取引コストの経済学の視点から、情報をキーワー

ドに医療資源の連携について考察し、不完全ながらネッ

トワークという連携形態を提示した。本稿では医療ネッ

トワークの必要性を論ずるにとどまり、ネットワークの

マネジメントにはほとんど触れていない。その意味で本

稿は序論的位置づけである。しかし、あえてこのような分

析を試みたのは、医療資源の連携は現実にはかなり重要

な位置づけにあるにもかかわらず、その分析はケースス

タディ中心の「理論無き記述」の域をあまり出ていないよ

うに思えたからである。組織間関係 Gnter-organization

relation)については取引コストの経済学(内部組織の経

済学)だけでなく、社会学や経営学においてもかなりの

研究蓄積がある分野である o 連携の誘因と阻害要因は何

か、連携のフ。ロセスにどのようなパターンがあるか、連

携の成果(連携の経済性)は何か、その大きさの測定、

連携には核が必要なのか、連携の核になるのはどのよう

な組織が望ましいのか、連携には空間的制約があるのか、

といった素朴な疑問に解答を得るためには、多方面から

の理論化の試みと実証分析が必要で、あろう。

高齢化社会の到来と財政制約によって医療や福祉シス

テムを大きく変容すると予想されるが、医療・福祉シス

テムの変化は本稿でとりあげた医療資源の連携問題の外

延上にある課題である。今後、医療・福祉システムは計

画モードに近づくべきなのか、市場モードに近づくべき

なのか。本稿で展開した議論は、医療・福祉システム全

体の変化を評価・検討する上で有益な視座を与えること

ができると思われる。

[注]

1)多くの実証研究は受療行動と自己負担から価格弾性値

を求めるものであり、なかでもRANDコーポレーション

かf74年から行った健康保険実験は有名である。Manning

ら(1987)は実験データを用いて価格弾性値を 0.1--0.2

であると推計した。

2)機会主義とは一般に、情報の不完全性や交渉力の格差

などを利用して悪賢いやり方で自己利益を追求するこ

とを意味するが、医療における機会主義は必ずしも悪

徳医を想定しているわけではなく、医学的な基準で決

定された治療方針にもある程度の選択の幅があり、そ

の幅のなかにある代替案を選択する基準にある種の自

己利益追求の視点が強く働くと考えるのが妥当であろ

7。

3)医師一患者聞の情報の非対称性と保険制度の存在によ

る自己負担の軽減は、医療の質や価格に対する医師の

裁量権を拡大させ、それを背景に医師が価格や量を操

作して需要量を増やすことをいう。

多くの実証研究があるが、誘発需要の大きさにばら



つきがあり、また増加した医療需要は医学的に不必要

なものなのかどうかは意見がわかれる。

4)わが国のいわゆる長期的雇用慣行下の賃金体系は、特

定個人が長期的に雇用されて貸借関係が清算されると

いう仕組みであり、短期性、完結性、無名性のいずれ

も満たしていない。このような体系下では退職するタ

イミングによって利益・不利益が生ずる。

5)一般に医療の非市場性としては従来から医療ニーズ発

生の不確実性、医師一患者聞の情報の非対称性、伝染

病などの外部不経済、公平なアクセスの保証などが指

摘され、公的医療保険制度、免許制度、公衆衛生活動

などの政策介入の根拠とされてきた。

6) Hsiaoら (1988)は、医師の診療報酬を算出する基準と

してRB R V (resource-based relative value)を開

発するにあたって医師労働の評価次元として、(1)時間

(2)精神的努力と判断(3)技術水準と努力(4)心理的ス

トレスをあげているが、第一に時間の要素をあげてい

ることは注目に値する。
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Health Care N etworking and Information 

Inter-Organization Collaboration and 
the Transaction Cost Approach 

Hisao Endo 
(Dentsu Institute for Human Studies) 

My research focuses on the importance of inter-organization collaboration in 

view of efficient medical resource allocation. The discussions concern the following: 

(1) 1 point out that there are 4 different types of information asymmetries between 

physicians and patients and among medical institutions that cause failure in 

efficient medical resource allocations. 

(2) 1 point out that these information asymmetries are caused by the fact that medical 

service is transacted in the market ‘mode'. 

(3) 1 discuss the merit and the demerit of the two ‘modes'-market and planning， and 1 

propose that medical service should be supplied in the intermediate ‘mode' which 

has the merit of the market ‘mode' as well as the planning ‘mode'. 

(4) 1 point out that ① incentives are more effective than regulations and ② 

information linkage among institutions and between physicians and patients are 

very important in view of public intervention that shifts the existing health care 

system to the one under the intermediate 'mode'. 

Key words; Information asymmetry， Network， Transaction cost， Market mode， 

Planning mode 
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未破裂脳動脈癌の検診における費用-便益分析

清
二

桐

聖
田
野

藤

浜

川口

細田

哲郎*2 庄瀬祥晃*3
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最近のMRアンギオの発達により小さい脳動脈癌も全く無侵襲で検出されるようになり、これを用いた検診や脳ドッ

クが重要な問題となってきている。

そこで未破裂脳動脈矯の検診における医療費が効率的であるか否かについて検討を行った。まず判断樹を決定し、これ

に私共が行なった文献調査で判明した確率的数値を挿入した。今回は費用→更益分析を行ったが、この結果として一定の

条件下ではこれに意義があるということになった。しかし細部については考察に述べたような種々の問題点が残されて

おり、今後も検討を要する。

又、検診の間隔と検診対象についての分析から、一般の人全体を対象とするよりも高血圧症や家族性発生などのハイリ

スクグループを主たる対象とすることと、検診間隔も 3年毎に行なうと 5年毎の2.2倍、毎年行なうと極めて費用が高く

なることから、毎年行なうのではなく 3-5年毎、出来れば5年毎にする検診が医療費の面からみて特に有意義で、あると

考えられた。

又、検診に用いるMRアンギオの感度、特異度も充分に高い値(感度85%で特異度90%以上)が必要で、あることも判明

した。

キーワード;未破裂脳動脈沼、検診、臨床判断学、費用→更益分析、臨床経済学

1 .はじめに

脳動脈矯は-s.破裂すると、現在の最良の医療によっ

ても死亡40%、重い障害24%で、残る36%が社会復帰で

きるに過ぎず(年間我が国で約2.6万人が発症し、死亡1.

04万人、重い障害0.62万人、社会復帰1.0万人)、これを

解決することは医療のみでなく社会的にも重要な課題で

あり急務である。一方、未破裂で検出された脳動脈溜の

手術予後は極めて良く、 1%以下の死亡にとどまるとさ

れていることから、未破裂で検出し手術すればくも膜下

出血は起こらず、これが究極の治療法であると考えられ

ている。

最近はMRアンギオの発達により小さい脳動脈溜も全

く無侵襲で検出されるようになり、これを用いた検診や

脳ドックが重要な問題となってきている。しかし、未破

裂脳動脈熔(U-AN)を検査・手術するとなると、これ

が医療費の効率的運用になるか否かの検討がまず最初の

段階から必要であるが、まだ行われておらず、この必要

*1兵庫県姫路循環器病センタ一 副院長、脳神経外科部長

叫兵庫県姫路循環器病センター 脳神経外科医長

叫兵庫県姫路循環器病センター 脳神経外科医長

制兵庫県姫路循環器病センター 脳神経外科医長

時兵庫県姫路循環器病センター 脳神経外科医長

*6若林医院院長

性は極めて高い。特に集団を対象とした定期的な検診を

行う場合には社会的負担と効率の面の検討は不可欠で、あ

る。そこで本論文では、検診の効果および効率から何年

毎に検診を行うのがよいか、検診対象はどのような人々

がよいか、検診に要求される感度、特異度はどの位が必

要かなどを明確にすることを目的として、これらについ

て臨床判断学的に費用ーイ更益分析を行った。

2 .評価方法について

1 )判断樹の決定

臨床判断学により評価を行うためには、まず問題の背

景を明らかにしなければならない。今回の問題はU-AN

をM Rアンギオにより検診し手術をする場合と検診を行

わない場合とで医療経済面での比較評価をしようとする

ものである。次にこの問題に適した判断樹を作ること、

すなわち問題となる行為を決定し、起こりえる選択肢又

は結果を設定し、これを図示したものが判断樹であり、

次いで最終結果とそれに至る各分岐点における確率を決

定していく作業が必要で、ある。

今回作成した判断樹(図1)とその基本的な考え方は

以下の通りである。最初の選択肢はMRアンギオによる

U-ANの検診を受けるか受けないか(検診受診群と検診

非受診群)である。検診受診群はMRアンギオ検査の結

果が陽性の場合(陽性率)と陰性の場合に分かれるが、
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図 1 意志決定樹と損失コスト、利用した情報

損失コスト

(データ)
死亡 S，D，Tl，M 

ANあり(手術100%)
(陽性適中率)

障害 S，D，Tz，Mb 

検査陽性 健常 S，D，T3 

(生命表)
死亡 S，D，M 

生存 S.D 

検診受診 人
I (データ)

死亡 S，RT1，M 

破裂

(年破裂率)
障害 S，RTz，Mb 

AN止十 健常 S ，RT3 

(生命表)
死亡 S，M 

非破裂

検査陰性 生存 S 

(陰性適中率) |(生命表)
死亡 S，M 

ANなし
生存 S 

(データ)
死亡 RT1，M 

破裂

(年破裂率)
障害 RTz，Mb 

ANあり 上 健常 RT3 

(AN保有率)

(生命表)
死亡 M 

f、1

非破裂

検診非受診 生存 / 

(生命表)
死亡 M 

ANなし ? 
生存 / 

S:検診費用、 D:診断費用(精密検査)、 T:治療費 (Tl 死亡例、 Tz 障害例、 T3健常例)

Mb:障害による損失費、 M:死亡による損失費



それぞれも真にANがある場合とない場合に分かれる。

これらの確率はAN保有率(有病率)、 MRアンギオの感

度と特異度の値から 2x 2分割表により計算される(図

2 )。又MRアンギオ検査陽性で真のANありは陽性適中

率に相当し、検査陰性で真にANなしは陰性適中率に相

当する。 M Rアンギオ検査陽性例は次いで通常のアンギ

オが行われ、これにより最終的にANありとなしに区分

される。

MRアンギオ検査陽性例の一部が脳アンギオ検査を受

けない場合、及び脳アンギオ検査により ANあり例のー

図 2

検

査

結

果

有

TP 

陽

性

性

FN 

時度 a一二0.95
a+c 

特異度 d =0.99 
b+d 

疾

有病率 a十 C ‘ =0.05 

全例 a+b+c十 d=l

a+b 
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部が手術を受けない場合もあり得るが、その率は低いと

考えられるし、それを入れると判断樹が複雑となるので、

今回はそれは無視し、これらの100%が次の段階へ進むも

のとしたが、この問題点については考察でもう一度ふれ

る。

MRアンギオ検査陰性例の内ANあり(見逃し)は年

間破裂率にしたがって破裂するものと、破裂しないもの

に分かれる。

検診非受診群はU-AN保有率lこしたがってANあり

となしに分かれ、 ANありは年間破裂率に従って破裂す

病

無

FP 

TN  

a =0.0475 

b =0.0095 

c =0.0025 

d =0.9405 

TP:真陽性

FP:偽陽性

FN:偽陰性

TN:真陰性

陽'生率= a+b+c+d 0.057 

a 
陽性適中率二 =0.833 

a+b 

陰性適中率 d一二0.997
c+d 

保有率0.05、感度0.95、特異度0.99の場合の計算例を示す。
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るものと破裂しないものとに分かれる。 U-ANの手術例

並びにANの破裂例はその結果としてそれぞれ死亡、障

害、健常に分かれる。検診受診群と非受診群で、真にA

Nなしの場合、及び、ANがあっても破裂しない場合は、

そのまま生存するか、又はAN破裂以外の原因で死亡す

るかに分かれる。

2 )評価の価値の決定

判断樹が決まると次に必要なことは判断樹の最後の結

果の価値を決定することであるが、これについては種々

の考え方があり、ある時は生存率のような客観的な価値

が採用されたり、ある時は受診者又は行為者の主観的価

値だ、ったり、又は要した費用(損失的費用を含む)だ、っ

たりするが、これは評価する立場により変わってくる。

どれを採用するかは重要な問題であるが、今回は社会的

な立場をとり、最終結果に対する評価の価値として、各

結果における損失費用(不利益)を用いた。この場合、

その判定はこの値が大きいほど価値が低いことを意味す

る。その損失費用として検診に要する費用 (S)、精密検

査の費用(D)、ANが発見されて治療に必要な費用(T)、

AN破裂例の治療に必要な費用 (RT)は保険診療をし

た場合の平均的費用を当て、死亡もしくは障害による損

失費用 (M及びMb)は生命保険における一般的な金額

を考えた。

3 )分析に用いる情報について

判断樹と評価の価値が決まれば、分析のための計算を

行うことになる。そのために必要な情報は判断樹のそれ

ぞれの分岐点での各分枝に分岐する確率の値と最終結果

の価値の値であり、この値をどのような情報から得るか、

直接得られないときはどのようにして算定するか、とい

うことが臨床判断分析の中心的作業であり、この情報の

確度により分析結果の信頼度が左右される。

これらの情報の内U-AN保有率、破裂率、 MRアンギ

オの感度と特異度、 U-AN手術の成績、破裂脳動脈庸治

療の予後(死亡、障害、健常の確率)については、私共

表 1 要 素 別 数 値

一般の人

保有率…・...・ H ・-………… H ・H ・......・ H ・-…....・ H ・ 5%

破裂率(年) ・…....・ H ・-…・……....・ H ・...・ H ・H ・H ・ 2%

手術予後(未破裂例)重度障害・……・……H ・H ・ 4%

死亡……………....・H ・ 0%

破裂例の予後重度障害……………・……...・H ・ 24%

死亡…………...・ H ・-…...・ H ・...… 40% 

脳動脈溜破裂以外の死亡(対10万/年) ....・H ・. 564人

が行った内外におけるここ30年間の文献を調査1)して得

た、現時点で最も確からしい値(中央値)を用いた(表

1)。又、脳動脈溜破裂以外の死亡は、 1991年の生命表の

各年令層(5歳区分)における破裂脳動脈溜以外の実死

亡数を出し、これを全ての年令層に行ってこれらを合算

し、この値を全年令層(この場合35歳以上75歳以下)の

人口の総和で割ることにより算出した(表 1)。

検診の対象年令としては、下限はU-ANの好発年令の

下限である35歳とし、上限はU-ANに対する手術が一般

的に可能で、、しかも手術術後の合併症がそれほど大きく

ならないと考えられる75歳迄とした。

また、破裂率及び脳動脈溜以外の死亡の場合の死亡率

は5年間分とし、これは 1-(1-R)L、L: 5年、によ

り計算した。 5年にした理由は手術された脳動脈溜例に

その後他の部位にAN発生と破裂 (DeNovo AN)の報

告の集計1)から考えて少なくとも 5年間はない(通常は

発生しない場合がほとんどである)ものと考えられるこ

とから、 5年毎に検診すれば十分と考えられたからであ

る。

費用の内訳を表 2に示した。検診費用 (S) は外来で

MRアンギオを受けた場合の2.5万円とした。また、精密

診断費用 (D)としては入院して脳血管撮影を受ける費

用として15万円とした。 U-ANの治療費をT1を180万

円、 T2を360万円、 T3を120万円とした。死亡例を障害

例よりも少なく見積もったが、これは充分な治療の機会

無く死亡する症例がかなり高率で、あるからであり、一方、

障害例は長期に加療が続くからである。破裂脳動脈熔の

治療費 (RT)はU-ANのそれの1.5倍とした。この理

由は脳血管筆縮や水頭症に対して費用が多くかかるから

である。 MbおよびMは、 Mbを一応2000万円、 Mを4000

万円とした(表 2)。これは一般的な生命保険の支払金額

レベルの金額を想定したが、 MbがMより低いのは障害

には程度に差があり、平均するとMの半分位と考えたた

めである。

表 2 費用内訳

(万円)

S:検診費用……...・ H ・H ・H ・..……...・ H ・..…………… 2.5

D:診断費用(精密検査)………...・ H ・H ・H ・..……… 15 

T，RT:治療費 (RTI-3 : TI-3X1.5とする)

T1 :死亡例…………...・ H ・H ・H ・..……1.......・H ・...180 

T2 :障害例……...・ H ・..…...・ H ・..………...・ H ・..… 360

T3 :健常例……………...・ H ・H ・H ・..………...・ H ・.. 120 

Mb:障害による損失費…… H ・H ・H ・H ・..………...・ H ・2000

M:死亡による損失費……………………………… 4000
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図 3 意志判断樹

損失コスト

0.00 
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S:検診費用、 D:診断費用(精密検査)、 T:治療費 (Tl死亡例、 T2障害例、 T3健常例)

Mb:障害による損失費、 M:死亡による損失費

最終確率

0.00 

0.001899 

0.045581 

0.0002655 

0.0092534 

0.0001056 

0.0000651 

0.0000977 

0.0000713 

0.002486 

0.0262307 

0.9139402 

0.00192 

0.001152 

0.001728 

0.001261 

0.0439389 
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表 3 検診受診群と非受診群の期待損失

検診受診群

損失項目 (A) 確率(B) 期待損失(AxB)

S，D，Tl，M 0.00 (2.5+ 15+180+4000) x 

S，D，T2，Mb 0.00190000 (2.5+ 15+360十2000)x 

S，D，T3 0.04560000 (2.5十15+120)x 

S，D，M 0.00026505 (2.5+ 15+4000) x 

S，D 0.00923495 (2.5+15) x 

S，RT1，M 0.00009600 (2.5+270十4000)x 

S，RT2，Mb 0.00005760 (2.5十540+2000)x 

S，RT3 0.00008640 (2.5+180) x 

S，M 0.00006305 (2.5+4000) x 

S 0.00219694 2.5x 

S，M 0.02623995 (2.5+4000) x 

S 0.91426006 2.5x 

(万円)

/ 

4.5172498 

6.2699998 

1.0648386 

0.4101579 

0.1464473 

0.0157679 

0.25237241 

0.0054923 

105 . 0254010 

2.2856502 

合計 ￥1，201，550 

(98.7%) 

検診非受診群

損失項目 (A) 確率(B) 期待損失(AxB) (万円)

RT1，M 0.00192000 (270+4000) x 8.1984 

RT2，Mb 0.00115200 (540+2000) x 2.9261 

RT3 0.00172800 180X 0.3110 

M 0.00126108 4000X 5.0443 

/ 0.04393892 OX 。
M 0.02650500 4000X 106.02 

/ 0.92349500 。× 。

合計 ￥1，224，998 

3 .結果

1 )ハイリスクでない(一般の)場合

上記の確率的数値と最終確率及び費用(損失コスト)

の内容を判断樹に当てはめたのが図 3である。 U-AN検

診におけるMRアンギオの感度と特異度については、こ

れ迄の報告の内最も良い成績であるRossら8)及び佐々木

ら9)の報告を採用し、感度を95%、特異度を99%とした

が、これは現存の最高に良い装置で行い、しかも ANが

3ミリ以上のものに限れば、この程度に良いと考えられ

るからである。 AN保有率が 5%で、これを感度95%、

特異度99%の数値により計算すると図 1、 2のように検

査陽性率が0.057、陽性適中率0.833、陰性適中率0.997と

なる。

最終確率とは各分岐点における確率の全てを掛け合わ

せたものである。それぞれの結果に辿り着くことによる

費用の期待値は、それぞれの結果に必要とする費用項目

の和に最終確率を掛けることで算出される。全ての結果

表4 要素別数値

一般の

人

保有率....・H ・....・H ・....・H ・....・H ・...・H ・-… 5% 

破裂率(年)…・-…...・H ・..……....・H ・-… 2% 

手術予後(未破裂例)重度障害…'"・H ・ 4%

死亡・H ・H ・・H ・H ・ 0%

破裂例の予後重度障害...・H ・.....・H ・..… 24% 

死亡・…....・H ・....・H ・-…… 40% 

高血家族性
発生な

圧症ど

25% 

6% 

脳動脈癌破裂以外の死亡(対10万/年)… 564人 846人

に対して上に述べた方法によって計算した期待損失を、

検診を受診する群と受診しない群との群別に合計した値

が、検診を受診する場合と受診しない場合の期待損失に

なる。表 3に示したように検診受診群と検診非受診群と

の損失の合計(約120.0万円と 122.4万円)を比較すると、

検診受診群の方が金額が小さい (98.1%)のでこの条件

下では検診を行う意義があると判断されるが、差が少な

いので検診の有用性はそれほど高くないと考えられる。

2 )ハイリスクの場合

(1)高血圧症など

次に好発状態である高血圧症について分析する。高血

圧症における脳動脈溜破裂のrelativeriskは2倍から

5.6倍州)，7)である o高血圧症の場合破裂が高率で、あるのは

保有率が高いためか、もしくは破裂率が高いためか諸説

あるが、今回は保有率は同様で、破裂率が高率で、あると考

えた。そこで破裂率が一般の人の 3倍とすると年間破裂

率は 6%となる。また、高血圧症の年間死亡率について

は、多数の文献があるものの定まった値は見当たらない。

しかし、高血圧症の場合くも膜下出血以外にも脳内出血、

心筋梗塞、その他の血管l性疾患、さらに他にも死亡率が

かなり高くなることが考えられる。そこでNIHの報

告3)からl.5倍を採用した(表 4)。

1 )におけると同じ方法で5年分の率を計算した。こ

れらの数値を判断樹に当てはめて計算し(図 4)、高血圧

症における検診受診群と検診非受診群との損失の合計を

比較すると、検診受診群では約173.5万円(非受診群の88，

5%)。又、非受診群では195.9万円であり、 2)で述べた

ハイリスクでない場合の期待損失の差よりも更に差は大

きく、高血圧者における検診の有用性が高いことになる。

(2)家族性発生など

U-ANの保有率は多発性嚢胞腎では25%1)、家族性発

生では親子例、同胞例ともに約40%2)と極めて高率で、あ

ること、中川らめの脳の人間ドックで家族歴にくも膜下

出血のある群ではその21%にU-ANが検出されたとの

報告など極めて高率で、ある。そこでU-ANの保有率をこ

の検討では25%(一般の 5倍)とした(表 4)。



S:検診費用、 D:診断費用(精密検査)、 T:治療費 (Tl死亡例、 T2障害例、 T3健常例)

Mb:障害による損失費、 M:死亡による損失費
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図 5 家族性発生などの場合の判断樹(確率)
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図 6 平均期待損失費用
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これで計算すると検査陽性率が0.245、陽性適中率o.
969、陰性適中率0.983となる。このグループの破裂率、

脳動脈嬉破裂以外で、の死亡の率に関するデータは見当ら

ないが、これらは一般の人と変わらないと考えられるの

で2)のハイリスクでない場合と同じとした。

これらの数値を判断樹(図 5)にあてはめて計算され

た両群の期待損失は、家族性発生などのグループでは検

診受診群143.8万円(非受診群の86.6%)、又非受診群で

は166.1万円となり、高血圧症の場合と同様に、これらの

グループでの検診の有用性が極めて高いということにな

る。

4.感度及び闇値分析

判断樹各分岐点における確率値や価値の評価の中で、

その算定上推定や仮定した値を変化させることで結果が

どう変わるかを調べることは、意志決定を行なう上で重

要なことである。そこで以下の各項目について検討した。

1 )死亡・障害損失費用を変えて

死亡損失費用(障害損失費用はその 1/2)を1000万

円から10000万円迄変えてみた。死亡損失費用を変えたと
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図 7 平均期待損失費用(3年毎)
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きの検診受診群と検診非受診群の費用の合計との関係及

び、それぞれの場合の闘値即ち、損失費用の合計が両群

で同一になるときの死亡損失費用を示した(図 6)。図の

ように一般の場合では闇値が3105万円とハイリスクの場

合よりも高いだけでなく、死亡損失費が闇値より高い場

合も、損失費用の合計は検診受診群と検診非受診群の比

率にそれほど差がなかった。しかしハイリスクの場合で

は闘値も低く(高血圧症の場合805万円、家族性発生2298

万円)、検診受診群と検診非受診群の差は死亡損失費が大

きい場合ほどその差は大きくなり、これによってもハイ

リスクの場合における検診がハイリスクでない場合にお

ける検診よりも意義が大きいと判断される。

2 )検診の間隔を短くした場合

検診を 3年に 1固とした場合の計算結果を図 7に示し

た。この場合、 3年分の破裂率と脳動脈癌以外の死亡の

率は、 1-(l-R) Lにより計算したものを挿入しである。

結果としては、 1年当りの平均期待損失費用は 5年毎の

場合より少し高額の程度であるものの、死亡損失費の闘

値は 3つの場合ともに 5年毎の場合よりも約2.2倍高く

なる(一般の場合6945万円、高血圧症1694万円、家族性

発生5208万円)ので、死亡損失費が高いグループが対象
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表 5 未破裂脳動脈癌保有率、及び死t損失費を変化させた平均期待損失(万円)の感度分析

死亡損失費(万円)

保有率 2000 3000 

(%) 検診 検診

戸x主-主R壬P入 P 非受診 バふヨιL呈ロエAシ、 非受診

1 59.7 57.0 87.6 85.4 

2 61.0 58.3 88.8 87.1 

3 62.3 59.5 90.0 88.8 

5 64.9 62.0 92.5 92.2 

10 71.3 68.2 98.7 100.8 

20 84.1 80.5 111.0 117.9 

でないと釣り合わないことになる。又、その時の費用も

年当りで換算すると 5年毎よりもかなり割高になった。

即ち 3年毎に検診を行うことは費用対便益の面で意義が

少ないこととなる。

検診を毎年 l固とした場合も計算したが、一般の人並

びに家族性発生の場合は、死亡による損失費用 (M)を

100兆円に上げても検診受診群の方の損失の合計が検診

非受診群よりも高〈、闘値がなかった。即ち、毎年検診

を行うことは意義がないことになる。ハイリスクグルー

プの内、高血圧症の場合も闘値は7874万円と極めて高く

なる。

3 )保有率と死亡の期待損失費との関係

保有率を 1%から20%、死亡損失費を2000万円から

8000万円に変えて両者の関係を調べた(表 5)。

死亡損失費が小さいと検診受診群の期待損失費の方が

非受診群のそれよりも大きいが、死亡損失費が大きくな

ると、ある所でその大小関係が逆転することが見られる。

又、保有率が小さいと大きい死亡損失費で逆転するが、

保有率が大きいと、より小さい死亡損失費で逆転する。

即ち保有率が小さい場合は死亡損失費が大きくないと、

検診が経済の面からは見合わないことになる。

4)検診の感度、特異度を変えて

表 6にあるように、一般の場合(ハイリスクでない場

合)の条件で、感度を95%から74%、特異度を99%から

76%に変えてみた(この数値の根拠は考察で示した)。結

果は感度85%で特異度90%の場合よりもそれらが良い場

合は検診受診の方が期待損失費が少ないが、感度80%と

特異度85%よりも悪いとこれが逆転した。即ち経済面か

ら見れば検診には感度85%以上で、特異度90%以上が要

求されていると判断される。

5 )ハイリスクの場合の高血圧症などにおける年間

破裂率、家族性発生などにおける保有率を変えて

高血圧症などの場合の年間破裂率を 1%から 8%迄 8

4000 6000 8000 

検診 検診 検診

FJL笠，壬1=1';人シ 非受診 1t~ロエAシ 非受診 戸J室?:三P?ι 非受診

115.4 113.8 171.1 170.5 226.8 227.3 

116.6 116.0 172.2 173.6 227.8 231.3 

117. 8 118.1 173.3 176.8 228.8 235.4 

120.2 122.5 175.4 183.0 230.7 243.5 

126.1 133.4 180.8 198.6 235.6 263.9 

137.9 155.2 191.6 229.9 245.4 304.6 

表6 未破裂脳動脈癌検診の感度・特異度と

平均期待損失(万円)

感度(%) 特異度(%) 検診受診群 検診非受診群

95 99 120.2 122.5 

90 95 121.0 122.5 

85 90 122.0 122.5 

80 85 122.9 122.5 

78 80 123.8 122.5 

74 76 124.5 122.5 

表 7 年間破裂率と平均期待損失(万円)

(高血圧症などの場合)

年間破裂率(%) 検診受診群 検診非受診群

1 172.1 171.8 

2 172.4 177.0 

3 172.7 182.1 

4 173.0 186.9 

5 173.2 191.5 

6 173.5 195.9 

7 173.7 200.1 

8 173.9 204.2 

表8 未破裂脳動脈癌の保有率と平均期待損失(万円)

保有率(%) 検診受診群 検診非受診群

3 117.8 118.1 

5 120.2 122.5 

10 126.1 133.4 

15 132.0 144.3 

20 137.9 155.2 

25 143.8 166.1 

30 149.7 177.0 



段階で変化させた場合の平均期待損失を表 7に示した。

年間破裂率が 1%では検診受診群の方が僅かに高くつく

が、それ以上の破裂率では逆転し、検診受診群の金額は

それほど大きくならないのに対し、非受診群の方は大き

く増大するので年間破裂率が高い(高血圧症などのハイ

リスク)場合ほど検診の有用性が高くなった。

次に家族性発生などの場合の未破裂脳動脈矯の保有率

を3%から30%に7段階に変化させた場合(表 8)には、

その全ての場合で検診受診群の方が非受診群よりも低額

であり、保有率が高くなる程その差が大きいので高率U

-AN保有群(家族性発生など)の検診の有用性が高いこ

とになった。

これらの感度分析でもやはりハイリスクにおける検診

の意義が高いことがわかった。

5.考察

まず判断樹の精度について考えてみる。今回はMRア

ンギオで陽性例のすべてが精密検査を受けること、又、

精密検査を受けU-ANが確定したものすべてが手術を

受けるものとして作られているが、実際には低率ながら

受けない場合もあり得るし、手術が困難な部位や巨大な

場合には手術をしない場合もある。手術を受けない部分

については分岐をもうけることは可能で、ある。実際に 9

割の人が脳アンギオを受け、それによる重大な障害、死

亡を0.0001とし、脳アンギオでANありの人の 8割が手

術を受けるとした場合を計算したが、この場合の費用は

検診受診群で 1%増加する程度であったので、今回はこ

れらを無視したが、今後に randamizedcontrolled 

studyをデザインするときには当然検討項目に入れる必

要があろう。

もう一つの問題としては、検査間隔を 5年とした場合、

検査陽性群でANありで手術を受けたものがその後5年

間におけるAN破裂以外における死亡をどう考えるかで

あろう。これはAN保有率が大巾に大きい場合はかなり

影響するであろうが、 5%前後ではこれを無視しでも許

容される範囲かと考えられる。

次に分析対象年齢を35歳から75歳とした点である。も

っと細かく 5歳区分の年令層別の分析も可能で、あるが、

U-AN保有率と年間破裂率の年令層別の値は判ってい

ない。又、同一人を何年か後に検査する場合、次回の検

査陽性の率は初回にU-ANが検出された人たちが抜け

るとすると、これが低下することであろう。これは検診

の間隔期間において極めて小さかったU-ANが増大し

たため、もしくはその聞に新しく発生したものが検出さ

れるわけで、これはかなり低率と考えられるが、現時点
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でこの数値(年開発生率)に関する資料はない。

今回は評価の価値の内、死亡又は障害による損失費用

として生命保険の支払い金額レベルの金額を想定してい

るが、生命の価値をお金のみで決めることは問題があろう。

分析結果に述べたようにハイリスクでない(一般の)

人々を対象とする検診は意義が少ないこと、高血圧者や

同胞、親子に脳動脈溜を持つ家族性発生に対する検診の

意義が大きいことになった。このことは検診を進める上

で極めて重要なことであり、これらのハイリスク群を重

点に検診をすべきことを示している。

分析結果の内、闇値分析で判明したように検診間隔が

5年毎にくらべ 3年毎になると、死亡による損失費用の

闇値は各グループともに約2.2倍となること、更に毎年行

うとすると、高血圧症の場合のみやっと高い値で関値が

あるが、その他のグループでは全く闇値がないことから、

毎年 1回行うことは医療費の面から意義がないと考えら

れる。

検診に用いるMRアンギオの感度と特異度はそれらが

高いほど良いのは当然のことであるが、この最小限必要

な値も感度分析でわかった。分析結果においては今迄発

表されたものの内最も良いもの8，9) (感度95%、特異度

99%)により計算したが、感度74%特異度76%であった

との専門医 5名で読影した。日本磁気共鳴医学会の頭部

MRAスクリーニング検討委員会報告10) (但しこれに用

いたMR装置は1.5テスラーではあるが、比較的初期のも

のでソフトが古いことが原因か)もあるように、中には

かなり検査成績が悪い施設もあるものと考えられる。今

後の実際の検診には感度分析の 4)の結果が示すように、

感度85%特異度90%以上に良いことが望まれている。

この分析に用いた情報については、かなり大量の文献

を整理して得られた値1)(平均値や中央値)を用いている

ので、その結果の確度はかなり高いものと考えたいが、

今後行なわれるであろう大規模なデータ収集とその分析

による確率的数値を用いて再分析をすることが必要で、あ

ろう。

いずれにしても、最近急速に普及しつつある脳ドック

や脳の検診が効率良く実行されるためには、このような

分析を出来るだけ実際に近い判断樹と、今後の無作為臨

床試験の実施による精度の高い確率的数値を用いて行な

い、その結果を検診の指針とすることが望まれる。これ

迄の胃、大腸などの検診では、臨床判断分析が検診の実

施後かなり後年になってはじめて開始されておりよくな

かった。本論文のような分析が脳検診の本格的開始以前

から行なわれることが極めて重要で、あり、このような努

力が脳動脈溜の検診の将来にとって良い影響を及ぽすこ

とは間違いないものと確信する。
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6 .おわりに

未破裂脳動脈溜の検診における医療費が効率的である

か否かについて検討を行なった。今回の判断樹を用いた

臨床判断学的な検討では、一定の条件下でこれに意義が

あるということになった。しかし細部については考察に

述べたような種々の問題点が残されており、今後も検討

を要する。

又、検診の間隔と検診対象についての分析から、一般

の人全体を対象とするよりも高血圧症や家族性発生など

のハイリスクグループを主たる対象とすることと、検診

間隔も 3年毎に行なうと 5年毎の2.2倍、毎年行なうと極

めて費用が高くなることから、毎年行なうのではなく 3

-5年毎、出来れば5年毎にする検診が医療費の面から

みて特に有意義で、あると考えられた。

又、検診に用いるMRアンギオの感度、特異度も充分

に高い値が必要で、あることも判明した。
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Cost-benefit analysis on medical checkup 
of unruptured cerebral aneurysms 

Shigekiyo Fujita， Tetsuro Kawaguchi， Y oshiteru Shose， 

Seiji Hamano， Koukichi Hosoda 

(Hyogo Brain and Heart Center at Himeji) 

and Toshimitsu Wakabayashi 
(Wakabayashi clinic) 

We eva1uated the economic aspects of the treatment of unruptured cerebra1 

aneurysms (U -AN) using c1inica1 decision ana1ytica1 approach. First1y， a decision tree 

suitab1e to the situation is determined， then， the probab1e va1ues determined from 

literatures， that is， preva1ence of U-AN 5% (25% in fami1ia1 cases)， annua1 risk of 

rupture 2% (6% in hypertension)， operative morbidity 4% and morta1ity 0% of U-AN， 

over-all morbidity 24% and morta1ity 40% of ruptured aneurysm， are put into each 

branches of the tree. Age 35 to 74 is inc1uded in the object of the study. As the 

100sing benefit， cost of examination (MR angiography and conventiona1 angiography) 

and treatment of unruptured or ruptured aneurysms， and 10ss of money due to be 

deficits (20 mil1ion yen) or death (40 mil1ion yen) are put into account. 

The resu1ts show average tota1 cost is 1ess (98 .1%) in medica1 checkup group 

than in non medica1 checkup group， and it was much 1ess in high risk group such as 

hypertension (88.5%) or fami1ia1 cases (86.6%). And， the tota1 cost is very expensive 

at every year or every two years medica1 checkup than at every five years. From the 

ana1ysis， it is conc1uded that every three to five years medica1 checkup on high risk 

group is recomended. 

Key words: unruptured cerebra1 aneurysm， medica1 checkup， c1inica1 decision ana1ysis， 

cost-benefit ana1ysis， c1inica1 economics 
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老人死t者の医療費

府川哲夫*1 郡司篤晃*2

「老人医療年齢階級別分析事業」の1992年度事業によって収集されたデータを基に、死亡者の医療費について分析した。

1年間の死亡者にかかった医療費は老人医療費全体の約11%を占め、死亡者の医療費の中では入院医療費の割合が高〈、

死亡月が近づくにつれてそのシェアは増加した。死亡まで、の月別にみた 1日当たり医療費は、 70歳以上の各年齢階級とも

死亡月が近づくにつれて増加していった。しかしながら、入院医療費で終末期医療を詳しく調べると、医療費の高騰は死

亡者の中の20-25%の人にのみ顕著におこっているだけで、高騰が始まる時期も死亡月の 2か月前からと遅かった。日本

のこのような特徴は、日本の医療費を低い水準に抑えている重要な要因の一つで、アメリカとは顕著に相違していると考

えられた。アメリカでは終末期の医療費に無駄が多いかどうかという観点からも多くの研究がなされている。日本でも、

医療資源の生存者と死にゆく人との間での分配問題に関しでも、今後とも多くの研究が待たれているところである。

キーワード:老人医療、終末期、受診パターン、 1日当たり医療費、死亡月

1 .はじめに

終末期の医療費について、アメリカではそれが全体の

医療費を増加させている重要な要因の 1っとして考えら

れており、様々な観点からの研究が積み重ねられている。

特に、メテゃイケアの 1年間の総支出の28%は死亡者に使

われ、死亡者の 1年間のメディケア支出のうち30%が最

後の30日間に使われた 1)、という推計結果は広く日本に

も紹介され、大きな関心を集めた。終末期の医療費のあ

り方は、文化的、倫理的な側面を含んだ複合的な課題で

あるが、その実態を把握することは医療資源の公平で、効

率的な配分という観点からも重要なことである。しかし

ながら、日本における終末期の医療費に関する研究はあ

まり多くない。

筆者らは、老人医療対象者のレセプトデータを集計・

分析する機会を得たので、このデータを用いて、日本の

老人医療における終末期の医療費に関して次の 3点の解

明を試みた。

1)死亡者の医療費の規模

2)終末期の医療費高騰の実態

3)死亡までの受診パターンによる医療費の違い

特に、終末期の医療費高騰の実態に関しては、これまで

にも日本のデータで、死亡月が近づくにつれて医療費が

急速に増加することが報告されている制が、筆者らは

.，国立公衆衛生院社会保障室長

.，東京大学医学部教授

「日本の老人医療における終末期の医療費高騰は老人死

亡者の一部でのみみられる現象である」という作業仮説

をたて、その検証を行った。

2 .データと方法

「老人医療年齢階級別分析事業J4)の1992年度事業によ

って収集されたデータに含まれていた死亡者分データ5.7

万人について分析した。対象となった県は北海道、青森、

福島、富山、石川、福井、静岡、滋賀、和歌山、岡山、

高知の11県であった(大阪府は同事業には参加していた

が、老人医療受給者の資格状況について情報がなかった

ため、死亡者の分析からは除外された)。上記分析事業は

参加12道府県から老人医療受給者のレセプトデータの提

供を受け、レセプトデータをもとにした老人医療費の実

態把握、及び、レセプトデータと地域の社会・経済面のデ

ータとを結びつけて老人医療費の実態の要因分析や各種

の仮説検証を行うことを目的としたものである 5)。この

データの特徴は1991年 3月に老人医療受給資格者であっ

た者個々人の 1年間のレセプトデータ(入院・入院外別

の件数、日数、医療費)を月毎に集約したもので(ただ

し、途中資格取得者は対象外)、約170万人(大阪府を含

む)のマイクロ・データとなっているため、老人医療受

給資格者の年聞を通した医療費の実態(歯科は除く)を

詳細に分析できることである。

対象となる期聞は1991年 3月-1992年 2月の 1年間で

あるが、 3月に死亡した人については死亡当月のデータ

のみであり、 4月に死亡した人については死亡当月と死
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亡前月の 2か月分のデータが得られ、 2月に死亡した人

については死亡月に至るまでの12か月分のデータが得ら

れる。 5.7万人の性・年齢階級分布は表 1の通りである。

表 1 性・年齢階級別 死t者数及び死t率.

1991年 3 月 ~1992年 2 月

年齢 死亡者数(人) 死亡率(%) 注)
階級 男女計 男 女 男女計 男 女

メ仁合3、圭n十i 57025 28501 28524 4.3 5.2 3.7 

65-69 1179 752 427 3.4 4.0 2.7 

70-74 9016 5500 3516 1.9 2.7 1.3 

75-79 12819 7385 5434 3.2 4.4 2.4 

80-84 14964 7623 7341 5.9 7.6 4.8 

85-89 11435 4783 6652 10.1 12.2 8.9 

90-94 5918 1975 3943 15.6 17.8 14.7 

95+ 1694 483 1211 23.4 25.2 22.7 

注)通年資格者及び死亡者の人数をそれぞれX、Yとおくと、死亡
率はY/(x+y)で計算した。

本稿では、主に「死亡まで、の月別」に、つまり死亡当

月、死亡月の前月(-1と表示)、死亡月の前々月(-2 

と表示)、といった区分別に老人死亡者の医療費の動向を

調べた。「死亡月の前月 J (叉は「死亡前月 J) とは具体的

には 3月死亡者では 2月(従って、データはない)、 4月

死亡者では 3月、 2月死亡者では 1月の 1か月をそれぞ

れ指している。レセプト・データに依存しているため、

死亡日から逆算して死亡までの30日間、死亡前30日-60

目、といった区分はできず、死亡月の受診日数は死亡日

が月の初めか終わりかに大きく左右される。このため、

死亡月の受診日数が少ない場合には死亡月とその前月と

を合わせて新たに死亡月を定義(，新死亡月」と呼ぶ)し、

通常の死亡月の他に新死亡月を用いた場合についても検

討した。死亡までの月別にみた医療費の動向は、各月ご

との 1日当たり医療費と受診者 1人当たり医療費の両方

について調べたが、記述は 1日当たり医療費を主とした。

3 .結果

(1)死亡者医療費のシェア及び、死亡者医療費に占める

入院医療費のシェア

上記分析事業で得られた11県分の1991年 3月における

老人医療受給資格者は136万人で、そのうち1992年 2月ま

での 1年間に死亡した人が5.7万人である。 136万人の 1

年間の医療費に占める死亡者の医療費の割合は約11%で

あった。この割合を性・年齢階級別にみると、 70一74歳の

男11%、女 6%から95歳以上では男36%、女28%と、年

齢階級の上昇とともに急速に増加している(表 2)。さら

に、入院だけに限って死亡者の医療費の割合をみると約

18% (男22%、女14%) と高く、年齢階級の上昇ととも

に急速に増加することは入外計と同様で、あった(表 2)。

1年間における死亡者の医療費全体(入院+入院外)

のうち入院医療費の占める割合をみると、男女とも70歳

代は入院のシェアが約90%で、 80歳以降その割合は緩や

かに低下している(表 2)。図 1は死亡までの月別に医療

費に占める入院のシェアを年齢階級別に図示したもので

ある。各年齢階級とも死亡月が近づくにつれて入院のシ

ェアは増加したが、その勾配は年齢階級の上昇とともに

ゆるやかになった。また、死亡月では入院のシェアは70

-74歳で約95%、90-94歳で約85%であった。このように、

老人死亡者の医療費では、入院のウェイトがきわめて高

い。なお、老人医療受給資格者のうち65-69歳はねたきり

表 2 性・年齢階級別 1年間の医療費に占める死t者医療費の割合及び死t者医療費に占める入院医療費の割合:

1991年 3 月 ~1992年 2 月

1年間の医療費に占める死亡者医療費の割合(%) 死亡者医療費に占める入

年齢階級 入・外計 入 院 入院外 院医療費の割合(%) 注)

男女計 男 女 男女計 男 女 男女計 男 女 男女計 男 女

合計 11.2 14.3 8.9 17.6 22.1 14.1 2.8 3.6 2.2 89.4 88.6 90.7 

65-69 8.2 9.1 7.1 12.1 13.5 10.4 2.2 2.6 1.7 90.6 90.6 90.7 

70-74 8.0 10.8 5.5 14.7 18.4 10.8 1.5 2.2 0.9 90.1 89.8 90.6 

75-79 9.9 13.3 7.2 16.5 21.3 12.3 2.1 3.1 1.4 89.3 89.2 89.3 

80-84 13.3 17.8 10.3 19.1 25.9 14.7 3.8 4.9 2.9 87.9 87.9 88.0 

85-89 17.3 22.8 14.5 22.1 29.9 18.2 6.7 8.4 5.8 85.6 86.5 85.1 

90-94 22.0 28.2 19.5 25.8 34.3 22.4 11.8 13.2 11.2 82.4 83.2 82.0 

95+ 30.1 35.6 28.1 33.8 40.3 31.3 20.1 22.5 19.1 89.3 89.4 89.1 

注)通年資格者及び死亡者の 1年間の医療費をそれぞれX、Yとおくと、死亡者医療費の割合はY/(x+y)で計算した。
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図 1 死tまでの月別にみた医療費に占める入院のシェア
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等の者に限られ、他の年齢階級と対象が異なるので図 1

では65-69歳層を除いた(以下、同様)。

(2)死亡者の死亡までの入外パターン

表 3は死亡までの月別にみた 1か月の入外パターン

(入院、入院外のそれぞれについての受診状況)の割合

を示したものである。ただし、死亡当月は死亡前月に比

べて平均受診日数も約半分と短く、全体に受診日数が短

い方に分布が偏っているので、このままでは他の月と比

較することはできない。表3によると、死亡月が近づく

につれて「入院外のみ&10日未満」のグループの割合が

急速に低下する一方、「入院のみ&28日以上」のグループ

の割合は死亡前6か月前の20%から死亡前月には37%と

倍増した。また、 1か月間無受診だった者の割合も死亡

月が近づくにつれて徐々に低下し、死亡前月では死亡者

の約 8%が無受診であった。

(3)死亡月における 1日当たり医療費

死亡月における受診日数階級・受診状況別人数分布は

表 4の通りである。ただし、この表での日数階級は入院

と入院外の受診日数の和とした。死亡者総数5.7万人の死

亡月における受診状況は54%が入院のみ、 14%が入院&

入院外、 32%が入院外のみの受診であったが、入院外の

みの場合にはその過半数が5日未満であり、約90%は10

日未満であった。一方、死亡月の 1日当たり医療費をみ

ると、①入院&入院外受診者の 1日当たり入院医療費は、

入院のみ受診者より高〈、しかも、日数が少ないほどそ

の格差は大きかった、②いずれの受診状況においても日

数が少ない階級ほど 1日当たり医療費は高かったが、日

数が10日以上では差は相対的に小きかった、等がいえる

(表4a) 0 

死亡月においては、受診日数が死亡日に依存し(死亡

日については調査に含まれていなかった)、受診日数が少

ない場合とそれ以外の場合とが混合したままで死亡月の

状況を観察するには無理がある可能性があるので、新た

に「新死亡月」を次のように定義した。

新死亡月:死亡月の受診日数(入院十入院外)が10日

未満の場合には死亡月と死亡前月を合わせ

て新死亡月とする。それ以外の場合には、

新死亡月と死亡月は同ーとする。

この定義により、死亡月の日数が10日未満で死亡前月の

ないデータは対象から削除され、新たに 5.45万人につい

て新死亡月における受診日数階級・受診状況別人数分布

及び1日当たり医療費を作成した(表 4b)。新死亡月を

用いると受診状況は入院のみが49%、入院&入院外22%、

入院外のみ受診が30%と変化し、入院のみ受診の場合に

は受診日数10日未満の割合が37.6%から2.4%と大幅に

低下した。しかしながら、入院外のみ受診の場合には受

診日数10日未満の割合は新死亡月を用いでもあまり低下

しない (87.5%→61.6%) ことがわかった。また、新死

亡月を用いた場合、いずれの受診状況においても受診日

数10日未満の 1日当たり医療費は従来より高くなってい

た。以下、死亡月を用いた場合と新死亡月を用いた場合

とをパラレルに議論を進める。
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表 3 死亡までの月別にみた 1か月の入外パターンの割合 (単位:%)

~æへシノd'、;;-:、ノ/ 
死亡までの月別| 受診時(日)

入院 入院外 -11 -10 -9 -8 7 -6 5 -4 -3 -2 -1 当月

入院のみ受診

10未満 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 20.3 
10-20 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6 17.5 
20-28 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 12.3 

28以上 14.4 15.1 15.8 17.0 18.4 19.6 21.4 23.5 26.5 30.6 37.1 3.8 
入院、入院外とも受診

10未満

10未満 1.5 2.0 2.1 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.1 4.3 10.4 
10-20 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.5 
20以上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 

10以上

5未満 3.1 3.1 3.8 3.9 4.0 4.4 4.8 5.6 6.5 8.0 9.0 2.5 
5 -10 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 1.2 1.3 1.7 2.1 1.9 0.3 
10-20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.5 0.1 
20以上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

入院外のみ

10未満 50.0 50.1 49.8 49.3 48.4 47.4 45.5 43.6 40.9 36.4 29.5 28.1 
10-20 4.2 4.6 4.7 4.7 5.1 5.0 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 3.2 
20以上 1.8 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.0 2.1 2.3 0.8 

無 受 診

23.1 21.3 20.0 18.9 17.8 16.7 16.3 14.6 13.0 11.1 7.6 0.0 

Aに』、 計 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(人) 5227 10700 15663 20683 25332 29429 33796 38237 42623 47583 52521 57025 

表 4 死t月の受診日数階級・受診状況別人数分布及び 1日当たり医療費

人数分布(人) 1日当たり医療費(千円)

日数階級
受 診状況 入院 入院外

入院|入院~I 入院外| 計
のみ 入院外 のみ の み 入院外 入院外 のみ

a 1-4 5657 1399 11798 18854 44.3 82.0 12.5 10.8 
死亡月 5-9 5911 2375 4202 12488 37.4 56.8 10.0 8.5 

10-14 5278 1550 1302 8130 33.8 43.6 9.2 7.8 

15-19 4725 1194 551 6470 32.3 38.3 8.9 7.7 

20-24 4516 787 289 5592 29.6 34.4 8.5 7.1 

25日以上 4685 663 143 5491 28.5 29.2 7.4 7.2 

合計 30772 7968 18285 57025 31. 7 40.2 9.4 8.8 

b 1-4 419 603 4852 5874 63.7 83.2 13.8 11.5 
新死亡月 5-9 224 1950 5105 7279 51.0 64.6 11.4 9.1 

10-14 5325 3057 3547 11929 34.0 46.3 9.6 7.8 

15-19 4767 2002 1448 8217 32.4 38.1 9.0 7.6 

20-24 4579 1517 652 6748 29.8 35.2 8.9 7.2 

25日以上 11216 2709 556 14481 27.0 27.6 8.4 6.8 

合計 26530 11838 16160 54528 29.0 35.0 9.4 8.3 
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図2 死tまでの月別にみた 1日当たり医療費

入外計
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図3 死tまでの月別にみた 1日当たり医療費:特定県・入院
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(4)死亡までの月別 1日当たり医療費及ぴ

受診者 1人当たり医療費

a)死亡月を用いた場合

死亡までの月別 1日当たり医療費は特に入院で各

年齢階級とも死亡月が近づくにつれて上昇していた

(図 2)。入院の場合の 1日当たり医療費は性・年齢計

で死亡月の 6か月前(-6)に1.6万円であったが、

2か月前(-2)は2.0万円、死亡前月(-1)は2.4

万円(1.6万の150%)、死亡当月は3.3万円(1.6万円

の200%)であった。また、図 2から年齢階級が上昇

するに従って 1日当たり医療費は低下していること

がわかる。入院について 1日当たり医療費の推移を

県別にみると、県によって多少の変動はあるものの、

概ね図 2と同様のトレンドを示していた(図 3)。図

3では11県のうち類似の青森、福井、和歌山は福井

で、福島、富山、石川、静岡は静岡でそれぞれ代表

させた。

1日当たり医療費の替わりに受診者 1人当たり 1か月

医療費の推移を死亡までの月別にみたのが図 4である。

図4では死亡当月の受診者 1人当たり受診日数(入院で

は性・年齢計で12.8日)が死亡前月(同:25.9日)と同

じと仮定して、死亡当月の受診者 l人当たり医療費につ

いて日数補正を行った。 70-74歳の入院・男女計の例でみ

ると、死亡 6か月前(-6)の受診者 1人当たり医療費

47.5万円に対して死亡 2か月前(-2)はその120%、死

亡前月は150%、死亡当月は210%と、ほぽ 1日当たり医

療費と同様の上昇カーブであることが確認できた。

b)新死亡月を用いた場合

死亡までの月別 1日当たり医療費の上昇カーブは

やや緩やかになり、入院の場合の 1日当たり医療費

は性・年齢計で死亡月の 6か月前(-6) は1.5万

円、 2か月前(-2)は1.9万円、死亡前月(-1) 

2.2万円、死亡当月は 3.0万円であった。

(5)死亡までの月別 1日当たり入院医療費

(入院患者の 3区分別)

死亡者全体としては、 1日当たり医療費は死亡月が近

づくにつれて図 2のように増加していった。次に死亡者

の医療費の大部分を占める入院に焦点を当て、「死亡前に

連続して 3か月入院ありの人」だけを対象とした分析を

行った。死亡月叉は新死亡月における 1日当たり入院医

療費の大きさで対象者を次のように 3区分した(単位は

万円)。

ケース A(2.8未満)、8(2.8以上4.4未満)、C(4.4以上)

ケース 2 A(2.4未満)、8(2.4以上4.0未満)、C(4.0以上)

ケース 3・A(2.日未満)、8(2.0以上3.6未満)、C(3.6以上)

a)死亡月を用いた場合

対象となる人数は約 2万人で、各ケースごとに年

齢階級別のA、B、Cの人数割合及び県別のCグルー

プの人数割合は表 5の通りである。いずれのケース

でも年齢階級の上昇とともに Cの割合が減少して、

Aの割合が増加している。年齢計でみると Cの割合

はケース 1で18%、ケース 2で22%、ケース 3で27%
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図4 死tまでの月別にみた受診者 1人当たり医療費
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(注)死亡当月の受診者1人当たり医療費は、死亡当月の受診者1人当たり受診日数が死亡

前月と同じと仮定して日数補正を行った。
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表 5 死t月の 1日当たり入院医療費による入院患者の 3区分別人数割合(男女計)

(1)年齢階級別 (11県計) (単位:%) 

年齢
死 亡 月

階級
人数 ケース 1 ケース 2 ケース 3

(人) A B C A B C A B C 

70-74 3832 50 26 24 39 33 28 29 38 34 

75-79 5117 55 25 20 45 31 24 32 39 29 

80-84 5396 61 24 16 50 30 20 39 36 25 

85-89 3396 66 20 14 55 28 17 44 35 21 

90-94 1416 72 18 10 62 26 13 48 36 16 

95+ 339 74 18 9 64 24 12 50 33 16 

合計 20069 59 23 18 48 30 22 37 37 27 

年齢
新 死 亡 月

階級
人数 ケース 1 ケース 2 ケース 3

(人) A B C A B C A B C 

70-74 3531 56 25 19 45 32 23 34 38 29 

75-79 4744 61 23 16 50 30 20 37 39 24 

80-84 5011 67 21 12 57 28 15 45 36 19 

85-89 3179 72 18 10 62 26 12 50 34 16 

90-94 1324 78 16 6 68 23 9 56 33 12 

95十 309 79 15 6 70 21 8 58 30 12 

合計 18640 65 22 14 54 29 17 42 36 22 

(2)県別(年齢計)

死 亡 月 新 死 亡 月

県 人数 Cグループの人数割合(%) 人数 Cグループの人数割合(%)

(人) ケースA ケースB ケースC (人) ケースA ケースB ケースC

北 海道 6116 27 32 39 5671 22 27 33 

青森県 1351 12 15 20 1254 9 12 16 

福島県 1363 12 15 19 1256 10 12 16 

富山県 2122 17 21 26 1992 12 16 20 

石川県 1986 15 19 23 1850 12 16 20 

福井県 1203 11 13 17 1121 8 9 13 

静 岡県 1947 12 16 19 1780 8 11 14 

滋 賀県 953 25 29 35 883 19 22 28 

和歌山県 1272 11 14 18 1188 6 8 11 

岡山県 773 15 18 22 717 10 13 17 

高知県 983 8 10 14 928 6 8 11 

11県計 20069 18 22 27 18640 14 17 22 
」

注1.死亡月(または新死亡月)における 1日当たり入院医療費による入院患者の 3区分のしかたは次の通り.

A 

ケース 1 2.8万円未満

ケース 2 2.4万円未満

ケース 3 2.0万円未満

注 2.年齢合計には65-69歳を含む。

B 

2.8万円以上4.4万円未満

2.4万円以上4.0万円未満

2.0万円以上4.0万円未満

C 

4.4万円以上

4.0万円以上

3.6万円以上
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図5 死亡前に連続して 3か月入院ありの人を対象とした 3区分別 1日当たり入院医療費の推移
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(注)入院患者の 3区分(A.B. C)のしかたは表5の注lのとおり。

であった。県別にはCの割合が北海道や滋賀県で高

く、高知県で最も低かった。

図5は死亡月を使った場合の死亡までの月別 1日

当たり入院医療費である。この図から 1日当たり医

療費はAグループでは死亡月になってもほとんど変

わらず、 Bグループはやや増加し、 Cグループでの

み医療費が終末期に高騰しているということがいえ

る。しかも、死亡月に 1日当たり医療費が高かった

者 (Cク、、ループ)は死亡までの各月でも他のグルー

プより 1日当たり医療費が高かったといえる。ケー

ス2の例でみると、死亡月の 6か月前(-6) を基

準にして、 Bグループは 2か月前(-2)が126%、

死亡前月(-1) 142%、死亡当月183%であり、 C

グループではそれぞれ142%、185%、310%であった。

b)新死亡月を用いた場合

対象となる人数は若干減ってl.86万人であった。

いずれのケースでも年齢階級の上昇とともに Cの割

合が減少して、 Aの割合が増加していることは死亡

月を用いた場合と同様で、あったが、新死亡月を用い

た場合、各ケース・年齢階級でCの割合が減った分、

Aの割合が増加した (Bの割合はほとんど変化しな

かった)。年齢計でみると Cの割合はケース 1で14%、

ケース 2で17%、ケース 3で22%であった。県別に

Cグループの割合をみると、新死亡月のケース 3は

死亡月のケース 2と、新死亡月のケース 2は死亡月

のケース 1ときわめて類似していた(表 5)。

新死亡月を用いて死亡までの月別 1日当たり入院

医療費をみても図 5とほとんど同じであった。ケー

ス2の例でみると、死亡月の 6か月前(-6) を基

準にして、 Bグループは 2か月前(-2)が126%、

死亡前月(-1) 138%、死亡当月178%であり、 Cグ

ループではそれぞれ142%、176%、290%であった。

(6)特定グループの医療費の動向

死亡前 3か月(-3、-2， - 1の3か月)の各月と

も「入院のみ受診し、かつ、入院日数が28日以上」であ

った者は死亡総数5.7万人のっちl.1万人であった。この

グループの死亡までの月別 1日当たり入院医療費は入院

全体の平均値よりはやや低めであったが似たような上昇

カーブとなっていた。

死亡前 3か月(向上)の各月とも「入院外のみ受診し、

かつ、受診日数が5日未満」であった者は死亡者総数5.

7万人のうち 9千人であった。このグループの死亡までの

月別 1日当たり入院外医療費は、入院外全体の平均値よ

りはやや高めに、しかし死亡月までほぼフラットに推移

し、 9千人のうち約40%が死亡月に入院サービス(1日

当たり 5.3万円)を受けた。従って、入院・入院外計でみ

るとこのグループの 1日当たり医療費(年齢計)は死亡

前月のl.0万円から死亡月には3.0万円に上昇した。
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4. まとめと考察

終末期の医療費高騰の実態(どういう人に、いつ頃か

ら始まり、どれ位高くなるか)に関しては、それが医療

費全体に与える影響の評価も含めて大きな関心がもたれ

ているところである。これまでの研究例では、前回2)は

昭和57年度の組合健保及び国保の40歳以上のレセプトデ

ータを用いて死亡者について死亡月までの月別 1日当た

り入院医療費を分析して次のような結果を報告している。

一死亡者の 1日当たり入院医療費は死亡月が近づくに

つれて急激に上昇している。特に死亡月には、年齢

の上昇とともに 1日当たり入院医療費は低下し、 70

歳以上では組合健保、国保とも約 3万円であった。

一国保に限って、 70歳以上死亡者と40-69歳死亡者の

死亡月からの期間別にみた入院医療費の診療行為別

構成割合を比較すると、死亡月の 1日当たり入院医

療費は40-69歳の方が高く (約4.2万円)、投薬料と

入院料では両者にあまり差はないが、注射、処置、

手術等で大きな差があった。

本稿では老人医療受給資格者について、 1991年 3月

-1992年 2月の聞に死亡した者を対象に、主に死亡まで

の月別にみた医療費の動向を分析した。 1年間の医療費

に占める死亡者の医療費の割合は約11%であったが、こ

の割合は年齢階級の上昇とともに急速に上昇していった

(表 2)。老人死亡者においては、医療費に占める入院の

シェアが80-90%と高かった。また、各年齢階級とも死

亡月が近づくにつれて入院のシェアは増加し(勾配は年

齢の上昇とともに緩やかになった)、死亡月では70-74歳

で約95%、90-94歳で約85%であった(図1)。死亡月が

近づくにつれて 1か月間入院外のみ受診や無受診者の割

合が低下し、反対に、 1か月入院し続けた者の割合は急

速に増加していった。なお、死亡前 3か月の各月の入院

日数が28日以上の者についてその入院医療費の推移をみ

ると、このグループの 1日当たり医療費は入院全体の平

均よりは低かったが、極端な差はないことが確認された。

死亡月においては受診日数は死亡日が月の初めか終わ

りか等に大きく依存するため、受診パターンは他の月と

比較しにくく、また、死亡月の受診日数階級別 1日当た

り医療費は日数が少なくなるほど急激に増加することが

報告されている6)。このため、本稿では通常の死亡月の

他に、死亡月の受診日数(入院+入院外)が10日未満の

場合には死亡月と死亡前月とを合わせて「新死亡月」と

した。新死亡月を用いた場合、死亡月を用いた場合と比

較して、入院のみ受診は54%から49%に、入院外のみ受

診は32%から30%に低下し、さらに、受診日数階級別の

割合は入院のみ受診の場合は10日未満が38%から 2%と

ほとんどなくなったのに対して、入院外のみ受診の場合

は10日未満が88%から62%とあまり低下しなかった。受

診日数階級別 1日当たり医療費は10日未満で死亡月を用

いた場合と新死亡月を用いた場合とで差が生じ、いずれ

の受診状況でも新死亡月を用いた場合の方が高かった。

このことは、患者が急激に死に近づいた状況でより多く

の医療サービスが投入されていることを示唆している。

通常の死亡月を用いた場合、死亡までの月別 1日当た

り医療費は特に入院で各年齢階級とも、死亡月が近づく

につれて急激に増加することが確認された。生存者の性・

年齢計でみた入院受診者の平均年間入院日数は94日、平

均入院医療費は128.8万円であった4)から、生存者の 1日

当たり平均入院医療費は1.4万円であった。これに対して

死亡者の 1日当たり入院医療費(性・年齢計)は死亡月

の11か月前で1.4万円、 9か月前で1.5万円、 6か月前で

1.6万円と漸増した後、 2か月前以降急激に増加している

(図 2)0 1日当たり入院医療費がこのように死亡月の 2

か月前以降急激に増加することは、年齢階級別にみても、

県別にみても同様で、あることが確認された。一方、入院

外では死亡までの月別に 1日当たり医療費にあまり大き

な違いはみられなかった。しかしながら、入院のシェア

が大部分を占めているため、入院・入院外計でみても死

亡までの月別 1日当たり医療費はほぼ入院と同じパター

ンであった。また、 1日当たり医療費は必ずしも医療費

そのものを反映していないきらいがあるので、死亡まで

の月別にみた受診者 1人当たり医療費も検討したが、死

亡月の受診日数を補正すると結局 1日当たり医療費と同

様のパターンになることが確認された(図 4)。次に、死

亡前に連続して 3か月入院したことのある人約 2万人を

対象に、死亡月における 1日当たり入院医療費の大きさ

で対象者を 3区分に分けると、年齢計でみて対象者の約

60%は死亡までの月別の 1日当たり医療費は死亡当月に

至るまでほとんど変わらず、約25%の者でのみ死亡月の

2か月前から医療費の高騰がおきているということがわ

かった(図 5)。

新死亡月を用いた場合、死亡当月の 1日当たり医療費

(性・年齢計)は3.3万円から3.0万円に低下した。これ

は、死亡日が近づくにつれて医療費が増加するのが一般

的であるとすると、死亡日が月の初めであった者の医療

費が死亡月の平均値(1日当たり医療費)を不当に押し

上げていたのが、新死亡月を用いることによって補正さ

れたと考えることができる。しかし、両者の差はあまり

大きくないので、通常の死亡月をそのまま使うことの懸

念は小きかったと言える。また、死亡月の 6か月前の 1

日当たり医療費に対して死亡前月はその約150%、死亡当

月は約200%という上昇の度合は新死亡月を用いた場合



でも同様で、あった。死亡前に連続して 3か月入院したこ

とのある人を対象に、新死亡月を用いて患者の 3区分別

分析をした結果は、通常の死亡月を用いた場合と同様に、

一定の範囲内であれば境界値のとり方にあまり依存せず

に死亡者が3分類され、年齢計でみて対象者の65%は死

亡までの月別の 1日当たり医療費は死亡当月に至るまで

ほとんど変わらず、対象者の約20%の者でのみ死亡月の

2か月前から医療費の高騰がおきていた。その上昇の程

度は死亡月の 6か月前を 100%とすると死亡前月は

180%、死亡当月は290%であった。医療費の高騰がおき

たグループに属する人の割合は70一74歳で最も高く、年

齢階級の上昇とともに低下し、 90歳以上では約10人に 1

人の割合であった。

Scitovsky勺土終末期(一般には死亡前 1年間叉は 6か

月)の医療費に関して、各種の調査研究をもとに次の 3

つの結論を述べている。

終末期の医療費は確かに高い。

一今日、終末期の医療費に対する関心が高いのは、恐

らく医療費全般に対する関心が高いためで、メディ

ケアが導入される以前から死亡者にかかる医療費は

高かった。

一終末期の医療費が高いのは、死にかかった患者に高

度・高額医療を行っていることが主因であるという

ことを裏付けるデータはない。

アメリカの高齢者 1人当たり年間医療費は日本に比べて

相当高く(例えば70-74歳で日本の約l.5倍)、しかも年

齢の上昇とともに 1人当たり医療費の増加が日本よりは

るかに急激で、ある(注 1)。図 4のもとになったデータを

用いて、日本の老人医療に関して死亡者の死亡前 1年間

の医療費に占める死亡前30日間の医療費の割合を試算す

ると19%となり(注 2)、アメリカのメテ申イケア死亡者の

割合の30%に比べて 3分の 2程であった。アメリカの医

療費が高いことは、このような年齢階級別 1人当たり医

療費の上昇カーブが影響していることは確かで、、終末期

の医療費の高さがそのような上昇カーブを形成している

重要な要因の一つである。

これに対して、日本の終末期医療費の高騰が一部の人

でしかみられず、高騰する時期も死亡月の 1、2か月前

からと遅く、しかも高騰の程度も極端で、はないという特

徴が日本の医療費の水準を低く抑えることに貢献してい

ることは十分考えられる。その貢献度についての定量的

測定、死期は必ずしも事前にわからない中で終末期の医

療費高騰はどのような患者にどのようなプロセスでおこ

るのか、年齢階級の上昇とともに死亡者の 1日当たり医

療費が低下していることが全体の医療費にどの程度の影

響を与えているか、等は今後の研究課題として残されて
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いる。

(注 1)70-74歳の 1人当たり医療費をl.0とすると、日

本では75-79歳l.2、80-84歳l.3、85歳以上l.3、

程度と考えられるのに対して、アメリカではそ

れぞれl.2，l.5， 2.1と急激に増加している。

(注 2)死亡者の死亡前 1年聞の医療費に占める各月の

医療費の割合はアメリカのメディケア支出では

3%、3、 4、4、4、5、6、7、8、10、
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16、30%と推計されている1)。死亡当月の受診

者 l人当たり受診日数を死亡前月と同じと仮定
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Medical Expenditures of the Elderly in the Final Months of Life 

Tetsuo Fukawa 
(Institute of Public Health) 
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Medical expenditures of those elderly who died during March 1991 and 

February 1992 were analyzed using the micro data obtained by the Research Project 

on Medical Expenditure of the Elderly. The share of expenditures used for the 

deceased elderly was about 11 percent of the total expenditures of the elderly. It was 

observed that inpatient expenditures were dominant among deceased elderly， and the 

share increased as month of death approached. In average， per day expenditures for 

the months prior to the death of elderly people increased gradually as month of death 

approached for each age group. Detailed analysis on inpatient expenditures of 

deceased elderly， however， showed that a sharp increase in per day expenditures 

occurred for only 20 to 25 percent of them. Moreover， such increase started at late 

stage: only 2 months before death. The situation is thought to be quite different form 

USA for example， and this feature might be one of the major factors which 

contribute to keep ]apanese medical expenditures at the present low leve1. The 

equitable distribution of medical expenditures between survivors and the deceased 

needs to be researched from various perspectives. 

Key words: medical expenditures of the elderly， end of life， inpatient or outpatient 

care， expenditure per day， month of death. 
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日本のシンクタンクにおける医療経済等の研究状況

深山雄一郎*

本レポートは、総合研究開発機構 (N1 RA)が毎年刊行している「シンクタンク年報」に収録されている研究成果を

もとに、シンクタンクにおける研究動向、特に医療経済に関する研究、福祉分野の研究状況と動向を把握整理したもので

ある。

シンクタンク年報は、 1982-1992年度の11年度分のものを用いた。

これによると日本のシンクタンクにおける研究件数は、 1982・1983年度には 1年間当たり 828件であったが、 1992年度

には4，036件と約 5倍に増加している。

分野別に見ると、医療経済に関する研究、福祉に関する研究は、 1982・1983年度には54件、全体の3.3%であったが、

1992年度には202件、全体の5.0%と増加してきている。

しかしながら、医療分野、特に医療経済に関する研究は、まだまだ少なく 11年間でもわずか18件しかないことがわかった。

キーワード:シンクタンク、医療経済、福祉、研究状況、研究動向

以下では、総合研究開発機構(会長:石原俊氏、理事

長:星野進保氏:N ational Institute for Research 

Advancement、以下NIRAと略す)が毎年刊行してい

る『シンクタンク年報』に収録されている研究成果をも

とに、シンクタンクにおける研究動向、特に医療経済に

関する研究、医療(保健も含む)及び福祉分野の研究の

状況と動向を把握、整理した。なお、シンクタンク年報

は 1982~1992年度の11年間分のものを用いた。

1. NIRAおよびシンクタンク年報とは?

NIRAとは、政府、地方公共団体、民間企業が出資

して1974(昭和49)年に設立した認可法人である。

NIRAの目的は、国民生活や現代社会の中で発生す

る種々の問題を解決するために、シンクタンクをはじめ

とする様々な専門的知識を用いて、政策指向の学際的研

究開発を推進することである。また、内外の政策研究や

政策研究機関の情報を研究開発の基礎情報として、収集、

提供する役割も持っている。

そのNIRAが発行する『シンクタンク年報』は、毎

年、国内のシンクタンクに対してNIRAが実施する研

究内容に関するアンケート調査の結果をもとにまとめた

ものである。

アンケートの対象機関は、 NIRAの助成研究または

*財団法人医療経済研究機構研究第二部長

委託研究の実績を持つ研究機関を中心に、以下に示す条

件に該当する機関である。

-わが国の法人格を持つ独立の調査・研究機関である

こと(個人、任意の組織や集団、あるいは国・地方

公共団体、大学、企業等の附属研究機関を除く。)

-政策科学、社会・人文諸科学などの総合的な研究開

発を主な実績としていること(いわゆるハード研究

は除く。)

-研究実績があること

シンクタンク年報は、これらの機関に対してアンケー

ト調査を実施し、提出された研究成果を掲載したもので

ある。

例えば『シンクタンク年報 1993~ は、 1992年度 (1992

年4月 ~1993年3月)に行われた研究成果 (1993年4月 1 日

時点)を 5月にアンケート調査してまとめたものである。

したがって、わが国のシンクタンクが行った研究をす

べて掲載したものではないが、 IN1 RAJの性格上、多

くの研究機関を網羅しており、わが国のシンクタンクの

研究成果を知る有力な情報源のーっとなっている。

2 .研究成果の動向

(1)シンクタンクの研究成果全体の動向

次ページの表 1は『シンクタンク年報』に収録された

1982年度から1992年度の11年間分の研究分野を、研究成

果の多い分野から並べたものである。
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表 1 研究分野別研究成果件数の年度別推移

(上段:分野名、下段.研究成果件数、( )内は全体に占める構成比%)

1982-83年 1984-85年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年

国土開発・ 国土開発・ 国土開発・ 国土開発・ 国土利開用発・ 国土開発・ 国土開発・ 国土開発・ 国土開発・

I 
利用 利用 利用 利用 利用 利用 利用 利用

424 (25.6) 425 (29.2) 198 (28.0) 215(25.9) 286 (28.9) 362(32.4) 920 (27.9) 945 (25 .1) 1034 (25.6) 

産業 産業 産業 産業 産業 経済 経済 経済 経済
2 

220 (13.3) 158(10.8) 102 (14.4) 131(15.8) 130 (13.1) 151(13.5) 555 (16.8) 611 (16.2) 628 (15.6) 

経済 経済 経済 経済 経済 産業 産業 産業 産業
3 

164(9.9) 120(8.2) 98(13.9) 111(13.4) 114 (11.5) 131 (11. 7) 480(14.6) 484 (12.9) 509 (12.6) 

交通 通信・情報 国民生活 環境問題 国民生活 国際問題 国民生活 環境問題 環境問題
4 

129 (7.8) 115(7.9) 57(8.1) 53 (6.4) 65(6.6) 62(5.6) 210(6.4) 265(7.0) 302(7.5) 

環境問題 環境問題 通信・情報 国民生活 通信・情報 環境問題 交通 国民生活 交通
5 

113(6.8) 93(6.4) 44(6.2) 51(6.2) 57 (5.8) 62(5.6) 176(5.3) 233(6.2) 269(6.7) 

資源エネルギー 交通 環境問題 国際間題 国際間題 国民生活 環境問題 通信・情報 国民生活
6 

106 (6.4) 88(6.0) 39(5.5) 48(5.8) 56(5.7) 61(5.5) 169 (5 .1) 228(6.1) 265 (6.6) 

国民生活 国民生活 交通 通信・情報 環境問題 陸空襲ペ福祉 通信・情報 交通 国際問題
7 

94 (5.7) 87(6.0) 35(5.0) 46(5.5) 54(5.5) .....59(5)部 169(5.1) 225(6.0) 213(5.3) 

国際問題 政治・行政 資源エネルギー 交通 交通 交通 震療:....:.福祉医療4元、橋祉援撚・揺挫
8 円

93 (5.6) 86(5.9) 31(4.4) 36(4.3) 50(5.1) 53(4.7) .....X36'4:i) 九~，~結 :8)

通信・情報 国際問題 国際問題 資源エネルギー 政治・行政 通信・情報 国際間題 国際問題 通信・情報
9 

89 (5.4) 81 (5.6) 29(4.1) 33(4.0) 42(4.2) 52 (4.7) 133(4.0) 191 (5.1) 184(4.6) 

政治・行政 資源エネルギー 科学技術 政治・行政厚擾!¥福祉j政治・行政 資源エネルギー 資源エネルギー 資源エネルギー
10 

70(4.2) 77(5.3) 25(3.5) 32(3.9) 37(3:の 45 (4.0) 110(3.3) 123(3.3) 153(3.8) 

医療・i福祉 科学技術 政治・行政 医療.福柾 資源エネルギー 文化・芸術 政治・行政 政治・行政 政治・行政
11 

44(3.0) 18(2.5) 27(3:3) 36(3.6) 28(2.5) 91(2.8) 89 (2.4) 114(2.8) 

科学技術 医療?福祉握議定 J・v福祉 科学技術 科学技術 資源エネルギー 科学技術 科学技術 文化・芸術
12 

35 (2.1) 43(3.0) J.8(2:6)三 22 (2.7) 23 (2.3) 24 (2 .1) 64 (l. 9) 79 (2 .1) 65 (l. 6) 

文化・芸術 教育 教育 教育 丈イじ・芸術 科学技術 文化・芸術 丈イじ・芸術 科学技術
13 

33(2.0) 22 (l. 5) 8 (l.1) 12 (l. 4) 23 (2.3) 17(l.5) 47(l.4) 55 (l. 5) 52 (l. 3) 

教育 文化・芸術 文化・芸術 文化・芸術 教育 教育 教育 教育 教育
14 

32 (1. 9) 18 (1. 2) 5 (0.7) 12 (l. 4) 16 (l. 6) 10(0.9) 38 (l. 2) 35 (0.9) 46 (1.1) 

1656 1457 707 829 989 1117 3298 3761 4036 
総数

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

(注) ・上記分類は、シンクタンク年報の分類による。

. 1982-83年度、 1984-85年度は、 2年度分の研究成果の件数である。

. 1986年度-1989年度の研究成果の件数は、研究抄録が掲載された研究のみである。

(資料)総合研究開発機構『シンクタンク年報』
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医療‘

29 

NA 

25 

1984 
-85 

27 

7% 

16 

1986 

13 

-52% 

5 
福 祉 b 一一一一一一一一一一一一一一一一一一

医療・福祉 ι

NA 

54 

NA 

-36% 

43 

-20% 

-69% 

18 

58% 

(注) ・上記分類は、シンクタンク年報の分類による

-医療分野には、保健分野も含まれる

1987 

20 

54% 

7 

40% 

27 

50% 
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1988 

18 

10% 

19 

171% 

37 

37% 

1989 

18 

0% 

41 

116% 

59 

59% 

1990 

65 

261% 

71 

73% 

136 

131% 

1991 

81 

25% 

117 

65% 

198 

46% 

1992 

77 

-5% 

125 

7% 

202 

2% 

. 1982-83年度、 1984-85年度は、 2年度分の研究成果の件数である

. 1986年度、 1987年度、 1988年度および1989年度の研究成果の件数は、研究抄録が掲載された研究成果のみの件数で

ある。

(資料)総合研究開発機構『シンクタンク年報』

前ページの表 1は『シンクタンク年報』に収録された

1982年度から1992年度の11年間分の研究分野を、研究成

果の多い分野から並べたものである。

表 1で示す研究成果は、例えば1992年度の場合、 1992

年 4月1日-1993年 3月31日に終了した研究成果を指し

ており、『シンクタンク年報』に掲載されたすべての研究

成果の件数を示したものである。ただし、 1982-1983年

度 (1984-1985年度)の場合は、 1982(1984)年 4月1

日-1984(1985)年 3月31日の 2年度の聞に終了した研

究成果を示している。

なお、 1986年度、 1987年度、 1988年度および1989年度

の件数に関しては、『シンクタンク年報』に掲載されたす

べての研究成果の件数ではなく、研究抄録が掲載されて

いる研究成果の件数であるため、他の年度と比較して件

数が少なくなっている。

前ページの表 1を見るとわかるように、全体の研究成

果の件数は1982-1983年度には 2年間で1，656件、単純平

均すると 1年あたり 828件であったが、10年後の1992年度

には 1年間で4，036件と、約4.9倍に増加していることが

わかる。

いずれの年度においても「国土開発・利用」に関する

分野の研究成果件数が、最も多くなっており、研究成果

全体の 4分の 1を占めるに至っている。

これに対して、医療(保健を含む)・福祉に関する研究

成果の件数は、 1982-1983年度には54件、全体の3.3%し

かなかった。しかし最近になって、医療福祉分野の研究

が増加してきており、1992年度の研究成果の件数は202件

となり、全体の研究成果に対する割合も5.0%と増加して

いる。シンクタンクにおける医療・福祉に関する分野の

研究は、徐々に増加してきていることがわかる。

(2)医療・福祉分野における研究成果の動向

医療・福祉分野を大きく医療(保健を含む)分野と福

祉分野とに大別したのが、上記の表2である。

表 2でわかるように、医療(保健を含む)分野は、 1989

年度までは研究成果件数にあまり大きな変化はみられな

かったが、 1990年度以降に急激に増加してきており、最

近になって関心が高まってきたテーマということができ

る。

また、福祉分野は1988年度以降、増加を示しており、

1990年度に71件だったものが、 1991年度には117件、対前

年度伸ぴ率65%と急激に増加、 1992年には125件にまで達

している。これは最近高齢者問題が注目されてきたこと

を反映したことによると考えられる。

3.医療分野における内容別研究成果

次に、 1982年度から1992年度の研究成果をもとに、医

療(保健を含む)分野における研究成果の内容の分類を

行った。ここでは、研究抄録の掲載されたものについて

は研究抄録を、また研究タイトルのみ掲載されているも

のについては研究タイトルを参考にして、医療分野の各

研究成果の内容を分類し、その結果を次ページの表3に

示した。

なお、一部に上記福祉分野の内容にまたがるものも、

医療としたため、表2の医療分野の研究件数とは一致し

ない。

表 3の医療分野の研究内容についてみると、医療経済

に関連した研究は、 1992年度4件、最も件数の多かった

1991年度においてもわずかに 5件と少なしいずれの年

度もあまり行われていない。
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表 3 医療(保健も含む)分野の研究内容別研究成果件数

(単位:件数、( )内は、医療分野の研究成果総数に対する構成比(%))

1982-83年1984-85年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年

(a)医療経済に関する調査 4 ( 12.9) 2 ( 6.1) 。( 0.0) l( 4.0) 。( 0.0) l( 1.3) 1 ( 1.2) 5( 4.1) 4 ( 3.4) 

医療制度と医療経済に関する調査 l( 3.2) l( 3.0) 。( 0.0) 。( 0.0) 。( 0.0) 。( 0.0) o ( 0.0) l( 0.8) 2( 1.7) 

医療制度と医療経済に関する調査 3( 9.7) l( 3.0) o ( 0.0) 1 ( 4.0) o ( 0.0) l( 1.3) 。( 0.0) 2( 1.6) 1 ( 0.8) 

医療経済の地域的・社会的分析 o ( 0.0) 。( 0.0) 。( 0.0) 。( 0.0) 。( 0.0) O( 0.0) 1 ( 1.2) 2( 1.6) 1 ( 0.8) 

(b)保健・医療サービスの提供状況 10( 32.3) 12( 36.4) 6( 33.3) 8( 32.0) 22 ( 27.5) 25 ( 32.1) 23 ( 27.1) 39 ( 32.0) 33( 27.7) 

病院・施設のサービス提供に関する調査 1 ( 3.2) o ( 0.0) 1 ( 5.6) 2( 8.0) 3( 3.8) 4 ( 5.1) 5( 5.9) 4( 3.3) 8( 6.7) 

地域の保健・医療サービスに関する調査 7( 22.6) 7( 21.2) 4( 22.2) 4 ( 16.0) 12( 15.0) 14( 17.9) 10( 11.8) 14( 11.5) 8( 6.7) 

医療サービス・医療関連ビジネスの調査 l( 3.2) O( 0.0) 。( 0.0) o ( 0.0) 4( 5.0) 6( 7.7) 6 ( 7.1) 14( 11.5) 6 ( 5.0) 

健康増進・健康管理に関する調査 l( 3.2) 4( 12.1) 1 ( 5.6) 2( 8.0) 3( 3.8) l( 1.3) 2( 2.4) 7( 5.7) 11 ( 9.2) 

(c)基本構想・計画策定調査 2( 6.5) 8( 24.2) 3( 16.7) 7( 28.0) 13( 16.3) 12( 15.4) 19( 22.4) 30( 24.6) 47( 39.5) 

地域の医療計画・施設等の策定 。( 0.0) 4( 12.1) 。( 0.0) 4 ( 16.0) 7( 8.8) 6( 7.7) 8( 9.4) 22( 18.0) 35( 29.4) 

施設設置の基本構想・計画策定 2( 6.5) 4 ( 12.1) 3( 16.7) 3 ( 12.0) 6( 7.5) 6( 7.7) 11( 12.9) 8( 6.6) 12 ( 10.1) 

(d)健康に関する実態調査 o ( 0.0) 。( 0.0) 2 ( 11.1) o ( 0.0) 4( 5.0) 2( 2.6) 2( 2.4) 11 ( 9.0) 6( 5.0) 

(e)健康に関する意識調査・意向調査 。( 0.0) 1 ( 3.0) 。( 0.0) l( 4.0) 1 ( 1.3) 5( 6.4) 2( 2.4) 5 ( 4.1) 7( 5.9) 

(f)医療従事者に関する調査 。( 0.0) o ( 0.0) o ( 0.0) O( 0.0) l( 1.3) 2( 2.6) 5( 5.9) 4( 3.3) 7 ( 5.9) 

(g)医療技術に関連する調査 15( 48.4) 11 ( 33.3) 7( 38.9) 8( 32.0) 38( 47.5) 31( 39.7) 33( 38.8) 28( 23.0) 15( 12.6) 

疾病構造等に関する調査研究 l( 3.2) 。( 0.0) l( 5.6) 2 ( 8.0) 9 ( 11.3) 10( 12.8) 7( 8.2) 7( 5.7) 6( 5.0) 

治療技術に関する調査研究 2 ( 6.5) 4 ( 12.1) 。( 0.0) l( 4.0) 10( 12.5) 8 ( 10.3) 5( 5.9) 8( 6.6) 2( 1.7) 

運動の医学的分析 5( 16.1) 3( 9.1) o ( 0.0) 1 ( 4.0) 4( 5.0) 。( 0.0) 9( 10.6) 4( 3.3) 。( 0.0) 

生体に関する学術的研究 2( 6.5) 。( 0.0) 4( 22.2) 1 ( 4.0) 6( 7.5) 6( 7.7) 1 ( 1.2) 3( 2.5) 1 ( 0.8) 

医療の地域的・社会的な分析 4 ( 12.9) 3 ( 9.1) O( 0.0) l( 4.0) 4( 5.0) 4( 5.1) 4( 4.7) 4( 3.3) 4( 3.4) 

その他の医療技術に関する調査研究 l( 3.2) 1 ( 3.0) 2 ( 11.1) 2( 8.0) 6( 7.5) 3( 3.8) 7( 8.2) 2( 1.6) 2( 1.7) 

医療(保健も含む)分野の研究成果総数 31(100.0) 33(100.0) 18(100.0) 25(100.0) 80 (100.0) 78(100.0) 85 (100.0) 122 (100.0) 119 (100.0) 

(資料)総合研究開発機構『シンクタンク年報」

以下は、テーマの各分野分類についての説明である。

なお、( )内は1991年度及び、1992年度に実施された研究

成果のテーマ例である。

(a)医療経済に関する調査

医療経済の調査内容を大きくまとめれば、医療費用の

構造に関する調査、医療制度との関連に関する調査、医

療費用の地域的な分析等になる。なお、，.4.医療経済に

関する研究内容」には具体的な内容を調査終了年次順に

記載した。

-医療費に関する研究調査

(老人医療入院医療費構造に関する研究、アメ 1)，カ

の医療費抑制策と関連業界の動向など)

-医療制度と医療経済に関する調査

(保険医療における規制緩和の経済分析、岐路に立

つ米国の高齢者医療政策)

-医療経済の地域的・社会的分析

(地域医療需要の要因分析調査、高医療費地域にお

ける医療費適正化に関する調査研究)

(b)保健・医療サービスの提供状況

各種医療サービス、医療関連サービスの提供状況や市

場動向を把握、分析を行つ調査である。ここでは、サー

ビス提供の形態によって、以下のように分類した。さら

に地域の保健医療の提供状況、各種団体等が行う健康管

理・健康増進に関する調査についても加えた。

-病院・施設のサービス提供に関する調査

(訪問看護需要量調査、我が国におけるホスピスケ

アの普及・促進に関する調査研究など)

-地域の保健・医療サービスに関する調査

(健康づくり事業に関する調査研究、保健・医療サ

ービスと福祉サービスの総合化調査など)

-医療サービス・医療関連ビジネスの調査

(医療将来動向調査、ヒューマンケア時代の医療製

品R&D、医療福祉機器の高度化技術に関する調

査研究、新しい医療器具の需要調査など)

-健康増進・健康管理に関する調査

(企業における健康増進活動の促進に関する研究、

Su事業所研究づくり運動推進計画など)



(c)基本構想・計画策定調査

地域の医療に関する基本構想、や計画などの施策を策定

したり、保健センターなどの施設の設置計画を検討する

調査である。ここでは、施策の策定と建物の計画策定の

2つに分類した。

・地域の医療計画・施策等の策定

(健康増進中核拠点施設整備基本計画策定、川口市

老人保健福祉計画策定調査など)

-施設設置の基本構想・計画策定

(，健康都市」の形成に関する調査研究、奈良市老人

ホーム建設基本構想など)

(d)健康に関する実態調査

実態調査とは、アンケートなどの手法を用いて、現在

の状況についての整理や分析を行い、現状を把握する調

査である。

(腎不全患者の実態に関する調査、高齢者の暮らし

と福祉・保健に関する実態調査に係る集計など)

(e)健康に関する意識調査・意向調査

医療や福祉に対する住民の意識やサービスに対する意

向をアンケートやインタビューなどを実施して把握した

調査である。

(狭山市民健康意識調査、医療関連サービス患者意

識調査研究事業など)

(f)医療従事者に関する調査

医師や看護職員などの医療に従事している人について

の現状把握や処遇などの方向性について検討を行った調

査である。

(神戸市における今後の看護人材育成のあり方に関

する研究、「福祉重点ハローワーク」構想における雇

用管理の指導マニュアル作成に関する調査など)

(g)医療技術に関連する調査

疾病構造等や治療技術に関する研究、また運動や生体の

医学的分析、疾病等の地域的な分析についての調査である。

-疾病構造等に関する調査研究

(赤血球酵素異常による溶血性貧血の病因解明、遺

伝性内分泌代謝疾患家系の遺伝子構造異常の解析

など)

-治療技術に関する調査研究

(筋芽細胞移植による遺伝性筋疾患治療に関する基

礎的研究、音響性アブミ骨筋反射の人工内耳への

応用など)

・運動の医学的分析
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(OA、FA化の進展による労働過程の変化がもた

らしている肉体的、精神的影響の地域社会におけ

る実態、放射線防護措置の最適化研究など)

-生体に関する学術的研究

(勝島細胞交代の対応抗原に関する検討、神経細胞

の細胞骨格形成機序など)

-医療の地域的・社会的な分析

(へき地・離島医療における高齢者の痴呆の研究、

地域集団の医療および健康問題に関する子供と老

人の相互関係に関する研究、在宅療養における臨

床疫学的研究など)

-その他の医療技術に関する調査研究

(へき地における臨床的疑問についての対処行動に

関する研究など)

4.医療経済に関する研究内容

医療(保健を含む)・福祉分野の研究は、日本のシンク

タンクの研究分野としては、比較的新しいものであり、

最近取り組みはじめた分野ということができる。また、

その中でも医療経済に関する研究は、まだほとんど行わ

れていないことがわかる。

以下は、『シンクタンク年報』で取りあげられた1982年

度から1992年度までの医療経済に関する研究を抜き出し

たものである。なお、医療分野以外に経済分野の範囲か

らも 1件あげている。

(1)医療制度改革の基本方向に関する研究

調査種類・受託研究(受託先:(初全国社会保険協会連

合会)

調査期間:昭和56年 7月~昭和57年 5月

調査機関:(出社会経済国民会議

研究代表者:大河内一男(議長)

(2)わが国の医療保険システムに関する研究

調査種類:受託研究(受託先:健康保険組合連合会)

調査期間:昭和57年 4月~昭和58年 3月

調査機関:鮒野村総合研究所

研究代表者:早馬修(産業経済研究部長)

(3)財政危機下の医療制度一老人保健法の発展と健康づく

りをめざして

調査種類:自主研究

調査期間:昭和57年 6月~昭和58年 5月

調査機関:(的社会経済国民会議

研究代表者:大河内一男(議長)
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(4)人工透析の医療経済学的分析

一長期安定体制の確立をめざして

調査種類:受託研究(受託先:都道府県透析医連合会)

調査期間:昭和58年 6月一昭和59年 2月

調査機関:側統計研究会

研究代表者:江見康一(帝京大学教授)

(5)望ましい医療体制の実現をめざして

ーその基盤整備の医学的・経済学的考察一

調査種類:助成研究(助成元:総合研究開発機構)

調査期間:昭和59年 8月~昭和60年12月

調査機関:倒沖中記念成人病研究所

研究代表者:都留重人

(6)人工透析の医療経済学的分析

調査種類:受託研究(受託先:日本透析医会)

調査期間:昭和60年 4月~昭和61年 3月

調査機関:制統計研究会

研究代表者:江見康一(帝京大学教授)

(7)高齢化社会の医療保障に関する研究

調査種類:自主研究

調査期間:昭和62年 8月~昭和63年 7月

調査機関:(出社会経済国民会議

研究代表者:高橋正雄(九州大学名誉教授)

(8)医療保険に関する財政調整の研究

--.3子成元年度地方財政基本問題研究委員会報告書一

調査種類:助成研究(助成元:日本船舶振興会)

調査期間:平成元年 4月~平成 2年 3月

調査機関:側地方自治協会

研究代表者:宇田川 仁(横浜国立大学名誉教授)

(9)高齢化社会の経済学

調査種類:自主研究

調査期間:平成元年 4月~平成 3年 3月

調査機関:(的日本経済研究センター

研究代表者:金森久雄(会長)

側高齢者の生活と医療・年金

調査種類:自主調査

調査期間:平成 3年 4月~平成 3年 7月

調査機関:腕年金総合研究センター

研究代表者:庭田範秋(慶応義塾大学教授)

。1)高齢社会のグランドデザインく医療〉

調査種類:受託調査(受託先:民間団体)

調査期間:平成元年 6月~平成 4年 3月

調査機関:側財政経済協会

研究代表者:薬師寺泰蔵(慶応義塾大学教授)

(12)高齢化社会の経済政策

調査種類:受託調査(受託先:年金総合研究センター)

調査期間:平成 3年 4月~平成 4年 2月

調査機関:~初日本経済研究センター

研究代表者:金森久雄(会長)

(13)老人医療入院医療費構造に関する研究

調査種類・受託調査(受託先:健康保険組合連合会)

調査期間.平成 3年 7月~平成 4年 3月

調査機関:(初日本リサーチ総合研究所

研究代表者:鹿野一男(社会開発研究部長)

(14)地域医療需要の要因分析調査

調査種類:受託調査(受託先.大阪府国民健康保険連

合会)

調査期間:平成 3年10月~平成 4年 3月

調査機関:側関西計画技術研究所

研究代表者・多田羅浩三(大阪大学教授)

(15)保険医療における規制緩和の経済分析

調査種類:受託調査(受託先:厚生省)

調査期間:平成 4年 1月~平成 4年 3月

調査機関:腕統計研究会

研究代表者:南部鶴彦(学習院大学教授)

(16)アメリカの医療費抑制策と関連業界の動向

調査種類:自主研究

調査期間:平成 4年 6月~平成 4年 8月

調査機関:鮒山一証券経済研究所

研究代表者・古川康之(外国企業調査部主任)

(1り岐路に立つ米国の高齢者医療政策

調査種類:自主研究

調査期間:平成 4年 4月~平成 4年10月

調査機関:側年金総合研究センター

研究代表者.タゃニエルオキモト (スタンフォード大学

教授)

(18)地域におけるプレストン効果と児童・保育行政の新展開

-G市の人口構造の変化と幼児医療費無料一

調査種類:自主研究



ぞれの機関の専門分野について、回答(複数回答)

もらったところ、回答のあった403機関のうち、「経済」

が159機関と最も多く、次いで「国土開発・利用」、「産業」

の順であった。また、「福祉・医療・教育」分野は105機

関(8番目)であり、 1992年時点で86機関(9番目)

あったことと比べれば取り組んでいる機関は増えている

125 

して

日本のシンクタンクにおける医療経済等の研究状況

調査期間:平成 4年 9月~平成 4年12月

調査機関:側関西計画技術研究所

研究代表者:伊藤晃(指導研究員)

で(19)高医療費地域における医療費適正化に関する調査研究

調査種類:受託調査(受託先:全国社会保附易会連合会)

(2)組織形態別の研究分野

研究分野の割合を公益法人と営利法人とで比較してみ

ると、公益法人は「国民生活」、「福祉・医療・教育」、「資

源・エネルギー」、「政治・行政」などの分野の研究割合

が高〈、営利法人では、「国土開発・利用」、「環境問題」

などの分野の研究割合が高くなっている。

といえる。調査期間:平成 4年12月~平成 5年 3月

調査機関:鮒日本能率協会総合研究所

研究代表者:五般豊(主任研究員)

5 .研究機関の組織形態別研究動向

(1)各シンクタンクの専門分野

1993年 4月1日時点で、各シンクタンクに対してそれ

シンクタンクの専門分野別機関数図 1

(資料)総合研究開発機構「シンクタンク年報 1993~

川一…………闘機……
w………一

f々
場F
礎y

155 

cぎや 伶 あ
ゐ~' J>51司令f

dρ!/! ・m然 。〈qy'V
-j'j' -7(1! φe  

~ 

機関数(機関)
200 r一一一一一一一一
180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

専門分野名

(資料)総合研究開発機構『シンクタンク年報 1993~組織形態別研究分野割合

公益法人

営利法人

図 2

100 (%) 

図福祉・医療・教育図交

90 

画通信・情報

80 70 

通

60 50 40 30 

.国土開発・利用 口国民生活

図資源・エネルギー図環境問題

20 10 。

業圏産j斉国経図政治・行政

国科 学 技 術圏文化・芸術口国際問題



126 医療経済研究 防 1.11994 

Studies on Health Economics 

and Policies by research institutes in J apan 

Yuichiro Miyama 
(Institute for Health Economics and Policy) 

This report is based on “Think Tank nenpou". 

“Think Tank nenρou" is an annual report of research institutes in Japan， 

which is published by NIRA. 

This report shows us the trend of studies done by research institutes in 

Japan， particularly studies on Health Care general， Health Economics， Health Po1icy 

and Welfare. 

The data 1 used in this report is that from 1982 to 1992. 

The number of studies by research institutes in J apan in average of 1982 and 

1983 is 828 studies. But that in 1992 becomes 4，036， which amounts to about 5 times 

of that in 1982 and 1983. 

The studies of Health Care general， Health Economics， Health Policy and 

Welfare is about 54 studies， 3.3% of the studies in 1982 and 1983. But that in 1992 

increases to 202， which is 5. 0 % of the studies. 

Therefore， studies of Hea1th Economics is only 18 studies done for the last 11 

years. 

Key words: Think Tank， Health Economics， Welfare， Stage of study， Trend of study 



エールを送る

日本医学会会長・財団法人医療科学研究所理事長

森旦

かつて、科学技術なるものはすべて善であり、建設的で、、ただただ人類に幸福をもたらす手段であるか

のように考えられていたら Lい。確かにそれは、我々に多くの便利さや快適さをもたらし、富を与え、限

りなく新しい知識を授けた。しかし一面、それは多くの危険と害を生み、一部では人間らしさを失わせる

結果となったことも否定できない。かくしていまや、科学技術に対しては一つの反省が起こりつつあり、

だれもがその有用性、必要性を認めながらも、あまりにも旧来のような科学技術一辺倒に傾くことの危険

性を、多くの人々が唱えている。要は、科学技術的考え方、科学技術そのもの、そして科学技術教育の重

要性が改めて認識されたと共に、その育て方、あるいはその使い方には、常に人間らしさの裏付けを忘れ

ではならない、ということであろうか。

同じく、効率的に、とか有効に、といった考えも、今まではすべて善であり、人聞社会を健全に動かし

て行くための重要な基本であると受けとめられてきたょっに思われる。そして、その際、結果としてもた

らされるもの、またそれを得るために使われたものについて論じられる場合には、ことごとく、何等かの

物差しで測ることができる「もの」に限られ、容易に測ることの出来ない類の要素はとかく無視されがち

であった。医療をも含む科学技術の中で、一一必ずしも正確な表現ではなかろうが一一上に述べたように

ハードのみならずソフトも、といわれ始めた今日、効率のみ、それも目に見える事柄ばかりの効率を追っ

て、それで良いのか、という気持ちが起こる。そして、もし仮に、この効率的という言葉と経済的という

言葉が、相互にかなり重なり合っているとすれば、科学技術における反省と似たものが経済の中にも存在

しうるのかもしれないと思7。経済の専門家たちにお伺いしたいところである。

私自身の体験としてやや異様に感ずるのは、経済学専門の方々が医療を論じられる際に、時として、病

院での患者に対する医療と工場におけるものの製造とを同列に取り扱っておられることである。少なくと

も、言葉としてはまったく同じ、例えば生産という表現を拝見することがある o これは、我々経済学の素

人にとっては大変刺激的であるが、もちろん、心はそうでなく、ただ分析なり考察なりの一過程としてそ

の様な言葉が使われているのであろう。これは、丁度、我々医学者がその研究の過程において患者を材料

と表現し、大いに世の中のひんしゅくを買った事例に似ているのかもしれない。

想像するに、医療経済と呼ばれる領域には、国家レベルの医療政策から、個々の病院における個々の診

断・治療レベルまで、極めて広い問題が含まれるのであろう。ただ願わくは、それらのすべてについて、

とくに個々の診療内容、医師・患者関係に触れるような繊細な問題については、暖かい、人間性に富む広

い視野のもとに眺めていただきたい。医療経済なるものの実態を存じているわけではないが、それはもち

ろん、医療関係者中心のものである必要はない。しかし一方、あまりにも経済学者中心、すなわち経済学

の中に新しい、一つの領域を確立することそのものが目的であってもならないような気がする。すべてが

真に、社会一般、とくに患者たちのためのものであってほしいと念願する。

本誌の発刊を祝し、貴研究機構の御発展を祈る次第である。
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医療経済の分析とデータの体系化

社会保障研究所所長

宮津健一

医療経済の研究で理論とデータというとき思い浮かぶのは、切れ味のよい理論をベースに、統計データ

を当てはめて解き明かす手法だが、しかしそれとは違った別の局面がある。データ自身の側の「体系化」

である。例をあげてみよう。

そのー。そもそも医療費とは何か。広く知られる「国民医療費」統計は、もともと医療費負担の補足に

主眼があり、医療活動を捉えるには限界がある。他の公式統計、産業連関表の医療は活動基準(アクティヴ

ィティ・ベース)のため「国民医療費」よりも広い範囲をカバーしている点で、ユニークで、室料差額・分娩

費等々のいわゆる「その他の医療費」や、「医療関連サービス」を含めている。後者はとりわけ、今日の新

しい動向である医療機能の<外注化>の実相を追跡するには不可欠で、ある。ただしそれは後発データ分野

であり、その拡充と、需給ノfランス・収支バランスを示す統計データへの組み込みが欠かせない。

その二。官庁統計聞の不整合も目立つ。例えば医療用X線装置や近年注目の医療用ME機器・超音波装

置などは、通産省の医療統計や産業連関統計では「電子応用装置」部門の中に分類され、「医療用機械器具」

部門はそれらを含まない限定された計数である。その限定の結果、分析が阻まれている。厚生省の薬事統

計の医療機器データとの連携や、推計担当省庁間で調整と再編を要する。が、そうした検討の動きは殆ど

見あたらない。

その三。しばしば医療の成果の評価には、どれだけの量の医療サービスが投入されたかという尺度(実

際上は医療サービスへの投入経費)が用いられ、健康に及ぽす効果という尺度では評価されていない。け

れども、医療サービスの本来のアウトフ。ットとは、もともと「健康」であるべきはずで、、「医療サービス」

はそのための手段にすぎない。もちろん健康にかかわる医療情報の数量化は、生易しくはない。医療機関

の成果の比較データの開発はそのーっとなりつるが、これを含め、種々の指標化の工夫が待たれる。

このように、刷新を求められているのは、単に、基礎的な医療情報の欠落にとどまらない。医療活動に

かかわる情報の「体系化」がそもそも未開拓、という事実がある。基礎情報の開発・発見そのものの作業

と並んで、統計配置の枠組みを与える体系の構築がなによりも要請される。それが、問題解明への本道を

拓く。



医療経済研究機構への期待

帝京大学教授

江 見 康 一

医療問題は長いあいだ、どちらかというと経済的要因を第二義的位置においていた。人聞の生命と健康

を扱う聖域が金銭的事情で歪められてはならないという立場からである。しかしこれは医師の患者に対す

る伝統的職業倫理の立場であって、社会全体の患者の総体的医療需要に対するより良き対応のためには、

経済の論理との調和がはかられねばならない。

昭和36年度から発足した国民皆保険は、国民医療の規模を国民経済に対置させて考えるきっかけになっ

たし、昭和48年の石油ショックは、資源制約の考え方の中で医療資源という概念を誕生させた。その後の

世界的低成長経済の中で、先進諸国はかつての理念先行の福祉国家づくりの経済基盤を見直し、医療費適

正化の工夫に真剣に取り組んでいる。その抑制方法は、需要要因、供給要因、両者を仲立ちする医療保障

制度のそれぞれについて考えられるが、問題はその抑制方法が「医療の質」の低下につながらないか、と

いう危|其があり、ならば「医療の質とは何か」が間われるようになっている。つまり医療の質を維持向上

させながら限りある医療資源をいかに効率的に配分するかが各国共通の課題となっている。

医療経済研究機構は、医療活動が経済の要素に配慮しなければならなくなった、まさにその段階で誕生

したものといえる。医療経済研究は少数の経済学者のほかには、医療関連諸団体おいて個別に行われてき

たが、当該団体の固有の活動目的もあって、国民的視点からの経済分析がなお十分展開されていない憾み

があった。本研究機構は、これら諸国体のネットワークの中で、研究成果を相互に媒介し、よりよいもの

に集大成していく核としての機能を持つべきだと考える。さらに今後は国際的知見交流の窓口としての役

割も求められよう。今後の実りある発展を強〈期待するものである。
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機関誌「医療経済研究」投稿規定

1.本誌は以下の本誌創刊の目的にかなう研究の成果物を広〈募集します。原稿の形式は医療経済・医療

政策に関する論文、データ解析、関連図書書評等とします。但し、本誌に発表する論文等は、いずれ

も他に未発表のものに限ります。

目的:①医療経済・医療政策の分野において産、官、学を間わず意見交換、学術討論の場を提供する。

②医療経済・医療政策の分野において調査、研究の発表の場を提供する。

③上記により医療経済・医療政策研究の発展の核とする。

2.投稿者の学問、分野は聞いません。また財団法人医療経済研究機構の会員であると否とを聞いません。

どなたでも投稿することができます。

3.投稿者は、原則として原稿・抄録入力済みワード、フ。ロセッサーフロッピー 1枚、審査用原稿 1部およ

び抄録 1部を送付してください。但し、図表についてはワードプロセッサ一入力せず、コピーを添付

してく fごさい。

(ワードプロセッサ一入力以外の原稿で投稿される方は、原稿 2部を送付してください。)

尚、フロッピーおよび原稿は返却しません。

4.原稿執筆の様式は所定の執筆要領に従ってください。

5.投稿論文の掲載の採否については、当財団の委嘱する編集委員および査読員のレフェリー制による審

査に基づいて決定します。原則として締切後3カ月以内に結果を連絡します。

6.採用が決定した論文等の版権は、財団法人医療経済研究機構に属するものとしますので、事前にお含

みおきください。

7.投稿料金は無料です。別刷が必要な場合にはその旨ご連絡ください。実費にて申し受けます。

8. 原稿の送り先、連絡先は以下のとおりです。

干100 千代田区永田町 1-5-7 永田町荒木ビル

財団法人医療経済研究機構機関誌「医療経済研究」担当

TEL 03-3506-8529 /FAX 03-3506-8528 

以上



機関誌「医療経済研究」執筆要領

1.原稿の書式

(1)A 4版ワードプロセッサ一入力

(2) 1行40字X36行、横書き入力

(ワードプロセッサ一入力しない原稿の場合は、 400字詰め原稿用紙をご使用ください。)

(3)表紙には、題名、著者の氏名および所属・肩書、住所、電話番号、ファックス番号、提出年月日を

明言己してください。

2.原稿の長さは以下の限度内とします。

(1)論文・データ解析 '400字X36行J 12枚 (400字詰め原稿用紙40枚)

英文の場合は6000語

(2)書 評 '40字X36行J 6枚 (400字詰め原稿用紙20枚)

英文の場合は3000語

3.抄録は和文 (400字程度)および英文(150語程度、ダブルスペース)で作成の上、添付してください。

また論文検索のため、和文、英文各10語以内でキーワードを設定し、末尾に記載してください。

4. 注は本文原稿の最後に一括して掲載してください。掲載は、引などのナンバーをふり、注の番号順に

並べてください。

5.文献記載の様式は以下のとおりとします。

(1)文献は本文の引用箇所の肩にりなどの番号で示し、本文原稿の最後に一括して引用番号順に記載し

てください。文献の著者が3名までは全員、 4名以上の場合は筆頭者のみあげ、(筆頭者)、他とし

てください。

(2)記載方式は下記の例示に従ってください。

①雑誌の場合

・田中 滋「アメリカ合衆国の高齢者医療J W医療と社会~ (2.1992) : 14-15 

. Naoki Ikegami， Japanese Health Care: Low Cost Through Regulated Fees， "Health 

Affairs" (10:3， 1991) :90-91 

②単行本の場合

・宮津健一「医療と福祉の産業連関J (東京.東洋経済新報社、 1992) : 11-12 

. Victor R. Fuchs， The Health Economy(Cambridge:Harvard University Press， 

1986) :162 

③訳本の場合

. Victor R. Fuchs， The Health Economy(Cambridge:Harvard University Press， 

1986) :江見康一、田中滋、二本立「保健医療の経済学J (東京:勤草書房、 1990) : 114 

6. 図表はそれぞれ通し番号を付し、表題を付け、出所を必ず明記のうえ 1図、 1表ごとに別紙にまとめ、

挿入箇所を論文右欄外に指定してください。

以上
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J apanese J ournal of Health Economics and P olicy 

Guidelines for Authors 

1. Ja.ρanese Journal 01 Health Economics and Policy authors should keep the following 
purposes of publishing this journal in mind. New data， reports of major new trends， 

serious proposals for reform and book review are encouraged. Only original papers 

are considered for publication in J apanese J ournal of Health Economics and Policy. 

Articles or parts of articles published or accepted for publication elsewhere are not 

considered. 

①Japanese Journal 01 Health Economics and Pol匂Ishall intend to accelerate frank and 

open discussion in Health Economics and Policy from various sectors concerned. 

②IJa.μnese Journal 01 Health Economics and Policy shall provide authors from various 

sectors with the opportunities to express their own opinions. 

③IJaρanese Journal 01 Health Economics and Policy shall be the core for the develop-

ment of the research of Health Economics and Policy. 

2 . Anyone can send the manuscript whether he is the member of Institute for Health 

Economics and Po1icy or not. 

3 . Authors should send a computer floppy disk (IBM or Macintosh compatible) in which 

the manuscript and its abstract are inputted and one set of printed papers to the 

following address. 

Authors should note that the floppy disk and printed papers shall not be sent back. 

[Address] Institute for Hea1th E氾onomicsand Policy 

Nagata-cho， Araki Bldg. 1-5-7 Nagata-cho， Chiyoda--ku， Tokyo， 100 Japan 

Tel. :03-3506-8529 Fax:03-3506-8528 

4 . Authors should refer to Style of Manuscript attached to this guideline in making 

manuscripts. 

5. All manuscript are acknowledged upon receipt and are submitted prompt1y for 

evaluation. Papers are reviewed internally and， in most cases， are also read by 

outside peer reviewers. We shall decide whether we accept a manuscript for 

publication or not within 3 months from the closing date and make notice to authors 

of the accepted manuscripts only. 

6 . Authors should agree that once a manuscript is accepted， the copyright shall be 

transferred to Institute for Health Economics and Policy. 

7 . Publication fee is free. If the author would like to have extra copies， we shall 

provide copies for the actual cost. 



Japanese Journal of Health Economics and Policy 

Style of Manuscript 

1.乱tIanuscriptpreparation 

(l)Authors must submit manuscript in typewritten， double-spaced， single-sided 

format， no longer than six thousand words. Suggested length for Book Review is 

three thousand words. 

(2)Authors must submit abstract in typewritten， double-spaced， single-sided format， 

no longer than one hundred fifty words together with 10 keywords for quick 

referrence. 

(3)A cover page must inc1ude the working title of the manuscript， names， 

addresses， telephone numbers and professional affiliations of the authors， date of 

submission. 

2. Style 

Endnotes， inc10ding both sources and explanatory matter， should be kept to aminimum 

and numbered in the order in which they appear in the text， not alphabetically. 

Endnotes should conform to the iollowing examples. 

(l)Naoki lkegami， ]apanese Hea1th Care: Low Cost Through Regulated Fees， 

"Health Afiairs引 (10:3，1991) :90-91 

(2)Victor R. Fuchs， The Health Economy(Cambridge:Harvard University Press， 

1986) :162 

N . B.:If the authors of the sources are more than four person， it shall be 

referred to (toρρerson) and others. 

All exhibits (both tables and figures) should be placed at the end of the manuscript， 

one exhibit per page. Authors must provide numerical plotting data for all figures. 
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編 集後記

医療経済研究機構の創立 1周年を記念して、機関誌を発行する企画が具体化してのは、今年の

新春だ、った。創刊号だけに、じっくり時間をかけてほしいという関係各位のご配慮で、編集に約

10カ月の時間をいただいたのはありがたかった。

おかげで、内外の医療経済学研究の第一線の学者から 4本の貴重な論文をいただき、本誌の巻

頭を飾ることができた。 Harvard大学のLatimar博士と Hsiao博士からは世界の最先端を行くア

メリカの医療経済学研究の展望を、 Stanford大学のYoshikawa博士以下 4名のスタッフから日本

の医療経済研究への有益なアドバイスを頂戴した。また慶応大学の田中教授と学習院大学の南部

教授からは、わが国の高齢者介護の問題点と診療報酬制度に関する示唆に富んだご意見を開陳し

ていただいた。改めて寄稿を賜った先生方に御礼を申し上げる次第である。

なお、投稿論文を募集したところ、 10本の力作の応募があった。テーマ、問題意識、分析手法

などに魅力的なものが数多くあった。論文を投稿してくださった方々の努力に敬意を表したい。

論文審査委員会の厳選の結果、今回は 4本の論文を採用させていただいた。いずれも現代医療経

済研究の中心テーマになっている分野を扱った秀作である。広井、遠藤、藤田、府川の 4氏の労

作に感謝を申したい。

当研究機構内からの執筆は、巻頭言を館会長、研究ノートを深山研究第二部長、コラムを宮津

副会長にお願いした。コラムには、森教授、江見教授の玉稿もいただき、読みごたえのあるコラ

ム欄をつくりえたことは、大変幸いだ、った。

創刊号発行後、直ちに来年10月刊行予定の次号の編集準備を予定している o 引き続き関係各位

のご協力、ご支援、ご叱責をお願いする次第である。

(編集委員長上保俊昭記)
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