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この巻頭言を書いている時点で、わが国の政治の最大の関心は消費税の増税である。３月末に決定され
た政府案によれば、２年後の2014年度にいま５％の消費税は８％に引き上げられ、さらにその１年半後に
は10％に引き上げられることになる。財務省をはじめとする推進派は、財政支出の約半分を国債に依存す
るのは異常であり、消費税を増税しなければ日本国債もギリシャと同じような危機に見舞われる、とい
う。これに対して、与党内の反対派は、経済はデフレに加え、昨年の大震災や原発事故によってダメージ
を受けているため、増税は経済活動の停滞を招くだけで税収も増えない、また歳出削減努力も不十分なま
まで増税するのは認められない、と主張する。反対派は、不況の時には増税の実施を先送りするというい
わゆる「弾力条項」に、成長率やインフレ率の数値を書き込むことを主張したが、これは政府によって拒
否され、妥協は成立しなかった。

現実には、消費税の税率を引き上げても財政収支が改善するとは限らない。この点について、反対派が指
摘しているのは、1997年に消費税を３%から５％に引き上げられたが、その後の大不況により、税収全体
が却って増税前よりも落ち込んだ経験である。実際にはこの経験はもう少し複雑であった。まず、この不
況の引き金を引いたのはアジア通貨危機であり、それを長期化させたのは金融機関の不良債権問題と信用
収縮であった。次に、この時の増税を計算してみると、消費税の増税額が約４兆円、年金・医療の社会保
険料の負担増が約３兆円、医療費の患者負担が約１兆円であった。つまり消費税の増税と社会保障関連の
負担増が同じくらいの大きさであった。第三に、この増税に先立って1995年から、所得税と個人住民税の
減税3.5兆円と相続税の減税が行われており、実際には、税のレベルでは増減なしに近いはずであった。

しかし、実際には、増税前の駆け込み需要が剥げ落ちた後は、消費は急激に落ち込んだ。これは家計が
バブル崩壊により、不動産や株式で、大きなキャピタルロスを蒙っていたためである。こうして増税実施
後は、経済活動は急速に低下し、株式相場も夏以降、急速に反落して、アジア通貨危機の中で、悪夢のよ
うな資産市場の縮小と信用の縮小の悪循環が始まった。おそらく橋本内閣が、消費税の増税を１年か２年

（あるいはもっと）、先送りする決定をしていたら、また、社会保険料負担や自己負担についても、経済危
機に対する配慮を怠らなければ、10年にも及んだ不況はずっと軽症で済んだのではないだろうか。

とくに、現在、予定されている消費税の増税は10兆円である。これは史上最大の恒久増税で、対GDP
比で２%以上、対家計総支出では４％以上にも達する。しかも97年のように先行減税もない。高度成長期
以後、わが国の家計部門は、これだけ大きなマイナスの所得ショックを経験したことはないはずである。
教科書的な有効需要の減少、倒産、失業者の増加という連鎖反応は避けられないだろう１。深刻な不況に
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なれば、景気対策を実行するように内外の圧力も強まるに違いない。そして脱出するためには、長い期
間、大型の景気対策を継続する羽目になるのではないか。要するに、経済にショックを与えるような規模
と方法で財政収支の改善を図るのは、合理的な政策とは言えないのではないだろうか。

日本のような家計の消費需要が不足している経済では、消費税にはとくに次の点に注意すべきだと考え
る。まず第一に、消費税の増税は、社会保障費の増大に対応するものに限定することである。これにより
家計に所得ショックが発生するのを防止できる。第二に、増税を最小単位で実行することである。たとえ
ば３％ポイントの増税を行えば、最初の年は６兆円の増収となるが、年間の社会保障経費の増大が２兆円
であれば、最初の年は４兆円の所得ショックが発生する。これに対して１％ずつ３回に分けて増税すれ
ば、それぞれの年には所得ショックは発生しないことになる。第三に、財政赤字の解消には消費税の増税
以外の税や削減努力を用いるべきである。もちろんもっとも困難なのは第三の点であろうが、第一と第二
については、国民的な合意を得るのはさほど難しくないのではないだろうか。

注
１　この点について、消費税率１%ポイントの引き上げは、消費者物価を0.9%押し上げ、実質個人消費には0.6％、

実質GDPには0.4%、それぞれ下押しするという推計（日本総研）もある。



１. はじめに

　日本において1927年から30年余りかけて段階的
に広げられてきた公的医療保険が、国民すべてを
カバーする皆保険制度に到達したのが1961年のこ
とである。それから昨年で50周年を迎え、それを
特集するさまざまな活動が見られた。近隣の東ア
ジア諸国の中では韓国が1989年に、台湾が1995年
に皆保険制度を導入している。日本やカナダなど
の制度を詳しく研究した台湾は、比較的短い期間
に皆保険制度を一気に樹立させた。その後も周到
な長期計画のもと、総枠予算制やP4Pなどを次々
と導入している。2011年夏にトロントで開催され
た国際医療経済学会で、その15周年を総括するラ
ンチョン会議が開かれ、各国の代表的医療経済学
者を招き対外的にその成果をアピールしていた。
その背景にはUCを巡る世界的動向の加速化があ
る。
　2005年 に 世 界 保 健 機 関 が 医 療 サ ー ビ ス の
universal coverage（以下UC）の推進とそのため
の財政的仕組みの構築の必要性を総会決議した

（WHA58.33,2005）。それと相前後してタイ（2001）、
ガーナ（2003）、ペルー（2009）など新興国・開
発国でUCの導入が相次ぎ、メキシコやベトナム・

ルワンダなどもUCに向けた政策を積極的に展開
している。WHO Report 2010ではサブタイトル
を「UCへの道筋（The path to universal coverage）」
として、UCに向けて各国が取り組むべき財政的
システムの構築や衡平性の問題を取り上げている。
さらに世界銀行（World Bank）も経済成長を支え
る社会的基盤としてUCをアジェンダに取り上げ、
世界労働機関（International Labour Organization）
も労働生産損失を予防する社会防衛の重要なシス
テムとしてUCに着目し、独自の提案を展開して
いる。
　このようにUCが国内・外交政策上も重要なア
ジェンダとして注目されるなか、2012年１月にタ
イで開催されたPrince Mahidol Award Conference2

では“Moving towards universal coverage; health 
financing matters”をスローガンに掲げ、68カ国
から800人以上の政府関係者・学術経験者が一堂
に会し、UCを巡る課題について活発な議論を交
わした。本論稿は、その会議資料と会議中に筆者
が見聞したことをもとに、UCを巡る国際的動向
を報告し、わが国の医療保険制度の特徴とわが国
がこうした動向のなかで果たしうる役割につい
て、考察を試みるものである。

皆保険医療制度を巡る国際的動向と
日本の役割1

東京大学大学院医学系研究科　公共健康医学専攻
橋本　英樹
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2.  UCの３次元ボックスモデル、道筋、 
そしてトレードオフ

　世界保健機関は、UCを“国民があまねく、必要
な医療・保健サービスに、支払いによる家計の破
たんリスクから守られた形で、アクセスできる”
ことと定義し、そのための財政的な仕組みを税・
社会保険などを通じて構築することを、すべての
加盟国に求める決議をしている（WHO Resolution 
58.33）。ここでいう医療・保健サービスは狭義の
医療サービスだけではなく、プライマリケアや予
防サービス、妊婦健診や健康教育サービスなど幅
広いサービスを含んでいる。あるセッションで世
界銀行のAdam Wagstaffが強調していたように、
また最終全体セッションでもLondon School of 
Hygiene and Tropical MedicineのAnne Millsが
繰り返していたように、UCはあくまで手段であ
り、到達目標そのものではない。またある年ある
月を以て、UCを達成したらそれで終わり、とい
うような性質のものでもない。究極の目標は国民
の健康をあまねく向上させるために、所得などに
よらず必要な医療保健サービスを、家計の破たん
なく届けることにある。そのための手段のひとつ
がUCであるに過ぎない。そして社会・経済など
外的環境や、社会のニーズ変化に伴い、上記目的
を達成するために必要とされるサービスの内容
も、それを支える財政的仕組みも、常に動的に変
化しつづけなくてはならないのである。
　そうした動的な性質をもつUCの状況を可視化・
評価するために、WHO Report 2010では、３次
元ボックスモデルが提示されている（図１）。
coverageの幅（対象人口）、奥行き（カバーする
サービスの範囲）と高さ（費用負担のカバー範
囲）の３つの側面からUCを評価・設計すること
を提案している。３つの軸をすべて100%カバー

することは現実的に不可能であるし、理想形であ
るとも限らない。各国の政治・社会・経済・文化
的事情と、予算制約により、どの軸をどれほどカ
バーするのか、どの優先順位でカバーするのか
は、各国の判断に委ねられることとなる。こうし
た共通の評価軸を用意することで、政策の決定過
程や評価内容の透明性を高め、開かれた形で議論
が進められるように仕向けるのが本モデルの狙い
である（PS31;Tan-Torres Edejer）3。また各国の
教訓を学習・蓄積していくうえで、こうした標準
モデルがあることはコミュニケーションを促進す
るツールともなる。ただし、後述するように、こ
のモデルではカバー率だけが注目されやすいが、
実際にはカバーされる給付内容の質、アクセスや
負担のバランス、衡平性の問題など、UCの評価
はより複雑なものである。
　日本を例に取ってみよう。まず1927年に健康保
険法が施行されformal sectorの就労者が優先的に
カバーの対象とされた。またその内容は外来・入
院・薬剤など比較的広いサービス範囲をカバーし、
当時から被用者本人の費用負担はなく全給付であ
った。当時の政府が富国強兵政策などに鑑みて
formal sector workersに政策的な優先順位を付け
たことは、健康保険法導入の牽引役が農商務省工
務局であったことからも容易に推測される（新
村、p43）。これに対して、informal sectorは1938
年に内務省から分離したばかりの厚生省がにわか
作りで地域保険（しかも組合による任意設立・加
入）を提案したものであった。その給付内容は保
険者間で格差があり、1942年戦時体制下で強制化
されたのちも、実質のカバーは伸びなかった（新
村、p45）。戦後の混乱でほとんどの国民健康保
険がいったん機能停止したが、経済成長を支える
基盤として、また社会治安維持（当時の社会主義
運動に対する）の基盤として公的保険に対するニ
ーズが高まりを見せた。50年代に入って経済成長
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により税収から補填を行う余裕が出たことも相ま
って、1958年の国民健康保険法改正により強制設
立・強制加入が定められ、1961年に最後の市町村
が保険給付を開始した（島崎2011、pp51-63）。周
知のように当初国民健康保険の被保険者ならびに
家族の給付率は50%であったが、給付サービスの
内容については健康保険加入者との間に差別はな
かった。
　これを３次元モデルに沿って記述するならば、
戦前の日本はカバーの幅（対象人口）を限定し
て、奥行き・高さもその範囲でのみ保障する制度
であったのに対し、戦後は幅（対象）を最優先し
てカバー率を100%に高め、奥行きについても制
度間で平等にした一方、高さ（給付率）のカバー
率・均等化については後回しにするという選択が
なされたことになる。皆保険化の後、段階的に国
民健康保険加入者の給付率を引き上げ、最終的に
は2003年に被用者保険の給付率が７割に引き下げ
られた段階で初めて「平等」になった。
　なぜこうした政治的判断がなされたのかは、こ
こでは触れる余地はないので先行研究にその役割
は譲りたい（新村2011、島崎2011）。ただし、そ
うした政治的判断の結果は、アクセスできるサー

ビスやその配分に影響を与え、ひいては国民全体
の健康水準・分布に影響するものであったはずで
ある。PMACの全体セッションのひとつで、Harvard 
School of Public HealthのPeter Bermanは、UC
に向かう道筋はひとつではなく、主に２つのトレ
ードオフを考えなくてはならないとまとめていた

（PL３; Peter Berman）。１つはUCの２つの目的
とされる国民の健康水準の向上と、家計に対する
経済的負担によるリスクの軽減のどちらを優先す
るか、いま１つは全国民を均等に対象にするの
か、それとも特定の集団を優先・優遇するのか、
である。
　まず健康か負担によるリスクか、のトレードオ
フから考察したい。健康水準の向上を優先させる
なら、プライマリケアや予防サービスのように、
比較的低費用で負担による家計の破たんリスクが
低いが、利用頻度の高いものを優先的にカバー
し、入院・高度医療など比較的高費用で家計への
リスクは高いが利用頻度が限られているものを後
回しにするほうが、全体として国民の健康水準を
向上させる効果は高いと見込まれる。一方、家計
の負担リスクの軽減を優先するなら、その逆が望
ましい。70年代までの医療技術水準が外来診療に

図１
WHO’s 3-D Box modeltowards universal coverage

利用可能な資源総量

対象人口のカバー率

サービスのカバー範囲
入院・外来・薬剤・予防など

費用負担
給付のカバー率

無保険者

自己負担
保険外
診療

World Health Report 2010より
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よる低リスク・高頻度サービスが主たるものであ
ったこと、わが国の医療供給体制の特徴としてプ
ライマリケアレベルのサービスを提供する民間の
小型医療施設が多数を占めていることなどが相ま
って、高血圧治療などの外来サービスが一気に普
及し、それが脳卒中死亡の劇的低下などを通じて
健康水準の引き上げに貢献したと考えられる

（Ikeda, et al. 2011）。それに対して家計の負担リ
スクの軽減は、1973年に国民健康保険の給付率改
正と高額療養費制度の導入、さらには老人医療費
の無料化など、経済成長が一定程度達成された後
に進められてきた。
　医療技術が高度化した今日において、UCを新
たに導入する国においては、この優先順位を熟慮
する必要が出ている。中国の都市部をカバーする
公的保険では、出来高払いのもとで高額医療サー
ビスの提供が急速に広がったため、却って家計の
負担が悪化したが、明確な健康水準向上への貢献
は確認されていないとWagstaffは指摘していた

（PS31; Adam Wagstaff）。
　全国民均等か特定集団を優先するかも重要な政
策判断となる。戦前の日本は国力増強のイデオロ
ギーのもとformal sectorにほぼ特化し、中小事業
所についても政府が保険者を直接引き受けて保険
給付を広げた。戦後になってより積極的にinformal 
sectorを取りこんだものの、当初給付率に差があ
ったことから、所得が相対的に低いinformal 
sectorにおいてはアクセス衡平性の確保や支払い
負担軽減は当初充分ではなかったであろう。家計
負担の軽減・衡平化を図るのであれば、低所得層
など特定の集団を優先した給付条件を設定するこ
とのほうが理にかなっている。しかし、そうした
政策は日本の場合「社会福祉」の範囲で主に実施
された。4

　所得や職域によらず、全国民を均等に当初から
扱えばいいかというと、そうとも限らない。

Bermanはガーナの例を挙げ、当初から全国民を
対象とした給付を開始したが、実際には中・高所
得層の加入ばかりが進み、低所得層とのアクセス
格差が拡大する一方、中高所得層のサービス需要
の急速な伸びによって、財政的に逼迫する事態に
至ったことを指摘していた。日本においても介護
保険の導入が同様の結果を招いている。すなわ
ち、全国民一律で導入が開始された結果、それま
での福祉措置の対象外であった中・高所得層で、
保険給付のおかげでフォーマルな介護サービスの
実質価格が引き下げられたことから、爆発的な需
要増加を招いた。そして介護者の負担軽減は主に
中・高所得層において観察されるに留まっている

（Tamiya, et al. 2011）。
　これらのトレードオフは、日本においても今
日、改めて問い直す時期に来ている。医療技術が
高度・成熟化した今日、医療サービスが平均寿命
などの健康指標に与える増分効果は次第に限られ
たものになりつつある。その一方、依然として喫
煙・高血圧は日本人の死亡率に大きな影響を与え
ている（Ikeda, et al. ibid）。そして疾病リスクの
高い高齢層では、世帯の社会経済的格差が大き
く、一概に高齢者医療とひとくくりにできない状
態となっている。若年層においても、ワーキング
プア・非正規雇用者などを中心とした保険料未払
いによる無保険者問題が次第に深刻化しつつある

（Ikegami, et al., 2011）。さらに高度化した医療、
たとえば一部のがん治療に近年導入された低分子
標的薬の登場などにより、家計の負担リスクの増
大と高額療養費の急速な伸びが問題になっている。
　限られた財政のもとでトレードオフを図らなけ
ればならないのであれば、家計の負担リスクを軽
減することに優先を置いて低頻度・高リスクサー
ビスのカバーを確実にし、その一方で高頻度・低
リスクのサービスのカバーをある程度後退させる
ことを考えてよいのではないだろうか？たとえば
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状態の安定している高血圧の医師再診については
受診回数の制限を付けたり、一部薬剤など免責制
を付け、むしろ運動・食事・禁煙などの予防サー
ビスをnurse practitionerや非医師の健康教育指
導スタッフを通じてより安価に提供できるように
することなど、実験的に導入し、その効果を確か
めてみてはどうだろうか。また給付率についても
均等ではなく、また年齢によるのでもなく、支払
い能力に応じた実効給付率を設けることはできな
いか？所得により給付率に格差をつける、税控除
を設ける、もしくは間接税と社会保険料（所得比
例）でほとんどまかない、モラルハザード抑制の
ために低額の免責制だけ設けてそれ以外の自己負
担をつけない、という作戦もありうる。つまり３
次元モデルでいえば、幅はそのまま（対象人口）
として、奥行き（サービスカバー）を一部後退さ
せ、高さ（給付率）については低所得層を優先し
た格差をつける、ということである。

３. UCのパフォーマンス評価

　すでに、前節の議論でも明らかなようにそれぞ
れの軸のカバー率だけでなく、所得や職域などに
よる分布・衡平性の問題、さらには質の問題など
が３次元モデルだけでは見えにくい。世界銀行の
Adam Wagstaffは、３次元モデルの弱点として
この点を挙げていた（PS31; Adam Wagstaff）。
そのうえで、カバー率だけでなく、負担やアクセ
スの衡平性や制度導入による家計へのインパクト
の評価などについて、多面的な制度評価を行う必
要があることを主張していた。5, 6

　 同 様 の 指 摘 はHealth Systems Performance 
Measurementな ど の 著 書 で 知 ら れ るImperial 
CollegeのPeter Smithも指摘していた（PS41; Peter 
C. Smith）。すなわち単純なカバー率だけでは所
得階層などにより異なる、アクセス可能なサービ

スの種類やその程度、さらには家計への経済的イ
ンパクトの違いが表現されない。そこで費用対効
果などに応じて「標準パッケージ」となるサービ
スを定めたうえで、アクセスの分布や、自己負担
による家計負担や破たんの頻度などを指標化する
必要がある、と主張していた。
　世界銀行の分析フレームに準拠し、2007年の国
民生活基礎調査個票、2004年の全国消費実態調査
個票を用いて、筆者らも分析をすでに試みている

（Ikegami, et al. 2011 Web Appendix）。それによ
れば、所得による医療サービスアクセスの水平的
衡平性は、国際的に見ても極めて高度なものが達
成されている。特に65歳以上の高齢者では集中度
指数がほぼ０になっていた。それに対して65歳以
下ではわずかであるが、高所得層よりの不均等が
見られている。ただしその程度は先行研究で示さ
れている欧米諸国の90年代の状況に比較すれば、
はるかに衡平な状態であった。ただし、国民生活
基礎調査のデータ制約のため、入院や専門的外来
など、サービスの種類・質について分けた検討が
できていないので、果たして、高度医療や質のよ
い医療に対するアクセスの水平的衡平性が保たれ
ているのかどうかは、定かではない。
　負担衡平性についても、世帯の支払い能力に応
じた衡平性が高度に達成されていた。内訳をみる
と、社会保険料・間接税・自己負担を通じた負担
貢献は世帯の支払い能力に対して逆進的な分布を
しているが、直接税を通じた負担（所得・住民税
などで一般財源として集められた税からの医療費
への補填）が強い累進性を有しており、それらを
併せると、相殺される結果となっていた。保険者
間での格差や地域・職域間での差によって、低所
得層では対所得あたりの実質保険料率は高いが、
税から国民健康保険や老人医療制度へ補填される
ことによって、不均等が相殺されている。ただ
し、これもまたデータ制約のため、公費による負
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担が、実際に低所得層の医療サービス受療に有効
に配分されているのか（benefit incidence analysis）
は、把握できていない。
　90年代以降、税からの補填が税収の低下によっ
て国家財政を圧迫するようになったことが医療費
を巡る財政問題を再燃させ、近年これに代わって
消費税を目的税化し導入することが議論されてい
る。上述したように、直接税からの補填が社会保
険料や自己負担・間接税による逆進性を打ち消す
効果があったことを踏まえれば、消費税導入にあ
たり、低所得層への補償を適正に行わないと、一
部の層に負担がしわ寄せされる可能性が出てくる
ことは明白である。また地域保険と職域保険の統
合により、資産・所得ベースでの保険料率の統一
化を図るなどして、社会保険料による負担の衡平
性を担保することも同時に考慮されなくてはなら
ないだろう。ただし、その分直接税からの補填を
軽減しないと、高所得層にさらなる累進的負担を
求めることになるので、高所得層の不満を招くこ
とになりかねない。これまでわが国の医療保険制
度は保険の赤字を税で補うというアドホックな対
応を繰り返してきたが、結果論として負担衡平性
が達成されてきた。改革にあたっては、直接税・
間接税・保険料・自己負担の機能を明確に評価し
たうえで、改革後の再均衡をどうするのか、見通
しを持つ必要がある。ただの財政論に終始すれ
ば、衡平性という価値を失う可能性がある。

４. UCを支える制度的仕組みを巡る論点

　PMACでは、UCに向けて進むことについては
ほぼ全員が一致するところであったが、それを支
える財政的な仕組みをどうするのかについては、
議論芬芬であった。そのひとつが社会保険方式と
税方式のいずれを用いるのか、をめぐる議論であ
る。社会保険方式を通じてUC導入を図ろうとす

る多くの国では、国民の多くを占めるinformal 
sector workersとその家族の所得が低いことに加
え、その所得捕捉が困難であるがために、UCへ
の取り込みが遅れることは共通の悩みであった。
ベトナム・インドネシア・フィリピン・ガーナな
どの新興国でも、いったん社会保険方式を導入し
たものの、カバー率が伸び悩んでいる。それらの
国ではしばしばinformal sectorをカバーする方式
として間接税を用いている。近年経済開発協力機
構加盟の先進国においても、経済の停滞や高齢化
などの影響でformal sectorの割合が相対的に低下
し、 社 会 保 険 方 式 で 純 粋 に 医 療 サ ー ビ ス を
financeすることは困難になっている。また社会
保険方式の欠点である、職域などにより給付格差
や費用負担格差が見られることも、衡平化の観点
から一般財源や目的税との組み合わせによる新た
な財政の仕組みを模索する動機となっている。
　世界銀行のJack Langenbrunnerは、古典的なビ
スマルク方式とビバレッジ方式を、加入条件・資
金・保険者・管理責任・供給者・サービス購入など
の観点から対比させたうえで、純粋なビスマルク
方式もビバレッジ方式もいまや存在せず、労働市
場や人口の構造変化に併せて、税・保険方式を組み
合わせることがほぼどの国でも行われていること
であるとまとめていた（PS33; Jack Langenbrunner）。
　ユニークな事例としてルワンダの方式がある

（PS24; Andrew Makata）。2006年から、高度医
療については国レベルで高度病院を配置し、それ
を支えるための財源として海外支援＋税を利用、
その一方で一番末端のコミュニティレベルではプ
ライマリケアを中心とする医療体制を分散管理さ
せ、世帯からの所得応分の負担によりそれをファ
イナンスしている。その中間に地域レベルの保険
者を置き、国レベルからの移転と、コミュニティ
レベルのリスクプーリングから得られた保険料を
用いて、地域病院での診療をカバーするという方
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式を採用している。つまり医療資源の配分と
financingをサービスの頻度・財政リスクに応じ
て、３段階でマッチングさせるという方式を採用
していた。
　他のセッションではprivate sectorがUCに果た
す役割について議論するセッションもあった。極
端な例として南アフリカのケースがある（PS26; 
Jane Doherty）。医療供給体制は民間依存で世界
的にも高度な医療を提供している（世界初の心臓
移植は南アフリカで行われたことを思い出してほ
しい）。現在、医療費の約43%が民間保険依存で
あるが、人口の16%しか民間保険を持っていな
い。アパルトヘイトを克服した80年代には事業所
ベースの強制社会保険が導入され、給与比例の保
険料収入で標準給付内容を提供していた。また民
間のサービス提供者には国レベルでの公定価格交
渉に基づいて支払いがなされていた。90年代に規
制緩和が行われ、様々な種類の給付内容の保険が
許されるようになったが、その半面、加入者選
択・疾病リスクによる保険料差別化・リスクプー
ルの細分化、管理経費の増大などを招いた。支払
いの自由化とともに、民間病院の急速な増床・病
院間の垂直統合による寡占化・供給者による過剰
処方などが起こり、それが翻って保険料の引き上
げにつながり、次第に民間保険を購入できる層が
限られるようになったとのことである。そこから
得られた教訓としてDohertyは、以下の３点を挙
げていた。
・民間保険の導入はリスクプールの形成を阻害

し、利用量増大につながり、ひいては保険料引
き上げのために保険が購買できる層を限ること
になる。ただし、富裕層の医療利用を伸ばすに
は適している。

・価格や支払方式・供給体制について公的セクタ
ーが交渉しコントロールすることができれば、
民間供給者による医療サービスの公的提供は有

効な手段である。その際、費用とサービスの質
について民間供給者は透明性の高い運営をする
ことが求められる。ただし、民間供給者に対し
て規制をかけるためには、公的セクターが充分
な規制力・交渉力・そして監視能力を有してい
ることが必要である。

　ふたたびLangenbrunnerのプレゼンに戻ると、
UCが成功するためには表に掲げた要素が重要で
あるとまとめていた（以下　表）。

５. UCを巡る動向と日本の役割

　前節で挙げられた各国の教訓を踏まえると、日
本が50年に渡り皆保険制度を維持し、比較的低費
用で国民の健康水準を高めることに成功したの
は、社会的・経済的環境要因や、ときどきに下さ
れた政治的判断の歴史的結果として必然性があっ
たということ、すなわち、日本ではUCに向けた
サクセス要因の多くが満たされていたことに気づ
く。一方で、日本が現在直面している問題につい

表　Universal Coverageへの成功要因
１）制度・社会的要因

・強く安定した経済成長
・長期に渡る政治的安定
・高い国民の教育レベル

２）政策的要因
・衡平と社会連帯に対する価値観
・強制的加入
・リスクプールの統合化
・医療サービスに対する財源投入
・中央管理によるシステム
・プライマリケアの重視

３）実施上の要因
・給付・供給体制・支払制度をリンクさせた継続的改革
・データによる根拠に基づく政策決定
・利害関係者の支持
・効率的サービス利用を促す自己負担の利用
・柔軟な中間政策的な微修正

註；（Langenbrunnerのプレゼンテーションより引用、Gottret Schieber, 
and Waters, Good Practices in Health Financing, World Bank, 
2008からの引用に基づく）
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ても、各国と共通した構造を持つ部分がある一
方、日本の固有事情によるもの、特に過去の政治
的判断の歴史的結果として発生している部分があ
ることにも気づく。すなわち、いまわれわれが直
面しているものは、過去の判断によって選択した
制度・仕組みの恩恵と、その副作用なのである。
　副作用が次第に前面に出始めた原因は経済の停
滞、人口構造の変化などの内外要因の変化による
ところが大きい。特に人口の高齢化、インフォー
マルセクターの増大によって、これまでのフォー
マルセクターを中心とした経済成長重視・福利厚
生サービスとしての医療保険という価値観が、社
会全体としての厚生を高めることと相いれなくな
り始めている。負担と便益のバランスを取り、衡
平性と維持可能性を重視する価値転換を図ったう
えでの政策的判断が必要になっている。医者的な
言い方をさせていただくなら、体質が変化して副
作用が強く出るようになったので、体質に併せて
処方内容を変えることが必要になった、というこ
とである。
　そのための「処方」として、保険者の統合・保
険料率の統一化・間接税の導入などは避けられな
いし、プライマリケア・予防サービスに重点を置
くとともに、高度医療については資源の集約化を
図って生産性と効率性を高めることは、おそらく
絶対必要であろう。考えられる「処方」にはあま
り選択の余地はなさそうである。むしろ問題は、
体質の変化を社会が自覚し、上記処方の必要性を
認識し、処方変更を受け入れるか、である。
　現在の日本社会が直面する問題と、医療制度の
成果と副作用を明らかに診断し、その診断結果を
伝え治療の選択肢を示すことが、社会が正しい判
断をするために必要な作業である。政策のパフォ
ーマンス評価について科学的根拠を積み上げるこ
とは、政策の見直しの可能性をリスクヘッジする
とともに、世界各国が共有化できる知的財産を築

くこととなる。そのうえで、われわれは今回の
PMACや先の医療経済学会での台湾・タイに大
いに学ぶところがある。政府と学術経験者が一体
となり、データを積み上げ、UC導入後に何がど
こまで達成できているのか、なにが足りないの
か、次に打つべき政策はなにかについて、貴重な
知見を世界に向けて発信し、そのプレゼンスを高
めていた。
　これらの国がまだ直面していないのが、経済発
展の後に発生する高齢化・経済停滞・インフォー
マルセクターの再増大という課題である。現在
UCを導入したばかり、もしくはこれからする
国々の多くは、日本よりも早いスピードで、しか
も充分な経済成長を果たす以前に、これらの問題
に直面することが予想されている（PS45; Ajay 
Mahal）。まさにこの点においてこそ、日本が世
界に貢献できる点が隠されている。政策的価値観
の転換を明確に示し、科学的評価を伴いながら慎
重な政策転換を図り、修正をタイムリーに繰り返
しながら、衡平と維持可能性を高めていくことが
可能であることを示すことは、世界に希望を与え
る偉大な事業となる。その事業を果たすことは、
日本の国民の健康と厚生を未来につなげるために
必要な作業と不可分なのである。

注
１）筆者は独立行政法人国際協力機構（JICA）の専門

委員としてPrince Mahidol Award Conference 2012
に参加・発表する機会を頂いた。ここに記して謝
辞申し上げる。なお本稿での報告内容の真偽なら
びに見解は、すべて筆者個人の責任に帰するもの
で、その所属機関ならびにJICAのそれを代表する
ものではないことを御断りする。

２）Prince Mahidolはタイの近代医学・公衆衛生学
の父として尊敬を集めている。Prince Mahidol 
Awardは1992年に王子の生誕100年を記念して設立
された基金によって、医学・公衆衛生学の領域で
国際的な貢献をした研究者・実践者に毎年贈られ
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る賞である。2011年から同賞の授与式と併せて、
医療・保健政策の国際的に重要なトピックを取り
扱う国際会議が併設されるようになった（2011年
は保健・医療人材の養成・確保がテーマ）。2012年
の会議は世界保健機関・世界銀行と国際協力機構

（JICA）が共催した。なお2013年は新興感染症や
環境影響などをテーマに公募制で会議が開催され
ることとなっている。

３）PMACでの各演者の発表資料が以下のURLで入
手できるので、参考にされたい。なおPSはParallel 
Session, PLはPlenary Sessionで、番号はセッショ
ン番号、それに続くのが演者名である。

　http://www.pmaconference.mahidol.ac.th/index.
php?option=com_content&view=article&id=519It
emid=135

４）Esping-Andersen（1990） が 福 祉 レ ジ ー ム を
conservative, liberal, and social democraticの３種
類に分けたのに対して、Holiday（2000）は、日本
を始め韓国・台湾などの東アジア諸国は、そのい
ずれにも当てはまらないとし、そのイデオロギー
的特徴をproductivist welfare capitalismと呼んで
いる。人権やhuman securityなどを福祉政策のド
ライバーとするのではなく、あくまで経済成長を
目標とし、それを支える下部政策として社会保障
政策を位置づけており、対GDP比での福祉・医療・
教育などへの投資が比較的低く抑えられている。
また、エリート官僚の主導により、政治的危機を
機会とした比較的急速な制度展開をその特徴とす
る。戦前の政策では軍国主義がフォーマルセクタ
ーを優先する国策を裏付けるイデオロギーであっ
たが、戦後の政策においても、フォーマルセクタ
ーとインフォーマルセクターの統合化・衡平化が
中心課題とならなかったのは、所得捕捉の問題だ
けでなく、既得の権限を持ったフォーマルセクタ
ーを守り、製造業を中心とした経済成長の基盤を
揺るがさないようにするイデオロギーが強く作用
していたと考えられる。

５）Wagstaffやvan Doorslare, O’Donnelらの一連の
EQUITY projectによる欧州各国の制度比較や、ア
ジア諸国の医療保険制度のパフォーマンス評価で
は、アクセス衡平性、負担の累進・逆進性評価、
公的医療扶助の配分効率性、自己負担による家計
負担ならびに破たんの発生状況などをアセスメン

トする手法が用いられている。すでにWorld Bank
から評価手法のマニュアルが出版されている

（Analyzing Health Equity Using Household 
Survey Data, WB, 2009）。同書にはSTATAのコマ
ンドまで付いていて、各国で共通の手法による制
度比較を進めるうえで実用的である。今回のPMAC
では、さらにこれをユーザーフレンドリーにした新
しいソフトADePT（Automated DEC Poverty Table）
のチュートリアルがサイドミーティングのひとつ
として開催されていた。

６）世界銀行の研究グループが提案しているフレー
ムを利用し、環太平洋諸国17カ国の世帯調査個票
データを用いて、医療制度のパフォーマンスを比
較分析する動きも見られている（EquiTap; http://
www.equitap.org/）。日本では大日らが一時期デー
タ提供していてが（O’Donnel, et al., 2008）、その
後途絶えていたので、筆者が厚生科研などを利用
してデータ提供を再開してみた。しかし、現在の
日本の公的統計の内容が薄く、比較分析の要求水
準に満たないため、負担の累進・逆進性評価など
一部の分析を除いて、データを受け付けてもらう
ことができなかった。国民生活基礎調査の調査項
目を見直す必要があることを別途指摘しているの
で参照されたい（橋本、2010）。
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1. はじめに

　近年我が国では、地域の基幹病院の二次・三次
救急外来（救外）において、時間外診療を選定療
養として係る費用（特別料金）を患者に請求する

動きが広がっている。特別料金を課す対象やその
金額は病院により異なるが、時間外に受診した主
に軽症の患者に、数百円から数千円（診療報酬の
時間外・休日・深夜加算が目安）を通常の費用に
加えて請求するものである。この特別料金が診療
報酬の時間外・休日・深夜加算と同額だとしても、
負担割合が３割から10割になるため、病院の窓口
で患者が支払う費用（患者負担額）は増える。特
別料金導入の目的は、救外利用を適正化し救急医
療が必要な重症患者の治療に専念するため注１と
され、救外を適正に利用するよう住民への呼びか
けも行われている場合もある。江原（2009）１）の

抄　　録

　本論文では、地域の基幹病院の二次救急外来（救外）において、軽症患者を対象とする特別料金を導入すると、重症患
者も含めた患者の救外受療率にどのような影響があるか、中部地方の一自治体病院における実証データを用いて考察した。
　この病院では、時間外の救外に集中する軽症患者の受診を減らし、重症患者の治療に専念することを目的として、2008
年４月から、診療報酬の時間外・深夜・休日加算を選定療養の時間外診療に変更し、患者負担を３割から10割にすることで、
患者負担額を増やした。救外を受診した患者数を従属変数とするポアソン回帰モデルを作成することで、その特別料金導
入前後における、重症患者（救急車で来院した患者と、受診後に入院した患者）と軽症患者（救急車以外の手段で来院し
た患者と、受診後に入院しなかった患者）の受療率を、受診時間帯、性、年齢、健康保険の種類別の受療率とあわせて求
めた。
　その結果、特別料金導入前後で、重症患者の受療率はほとんど変化がなかったが、軽症患者の受療率は６割程度に減少
していた。この特別料金導入に先立って行われた、住民に対する救外適正利用の呼びかけが救外患者数に与えた影響は限
定的であったが、特別料金導入後に見られた受療率の減少は、特別料金が請求されない時間内においても、時間外とほぼ
同様であった。
　軽症患者が集中し、重症患者の診療に支障を来している高次救急医療機関において、住民に対して救外適正利用を呼び
かけるとともに軽症患者を対象とする特別料金を導入することで、軽症患者の数を選択的に減らせる可能性が示唆された。
特別料金導入に伴って生じうる受診の遅れや差し控えによる患者の健康に対する影響を検討することは、今後の課題である。

キーワード：救急外来、時間外診療、患者負担額、選定療養、保険外併用療養費
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報告によれば、2008年10月から11月の時点で、国
内の病床数200床以上の病院（総数は2008年10月
１日時点で2709施設２））のうち39施設（1.4%）が
この特別料金を請求していた。
　救外における患者負担額増加が患者の受療行動
や健康に与える影響について、主に米国で複数の
実証研究が行われている。RAND医療保険研究
では、患者負担がない群は、他の群と比べて救外
受診率や入院率が高く、特に緊急性の低い傷病で
の受診が多かったが、患者負担割合が25%の群と
50%の群の間の救外受診率や入院率の差はほとん
どなかった３）。他、いくつかの観察研究の結果を
まとめると、救外の患者負担額が数十ドル増加し
た際、主に軽症患者の数が大きく減少し、重症患
者の数や健康アウトカムに対する影響はほとんど
観察されていない４-６）。
　我が国でこの特別料金の影響を検討した研究で
も米国の先行研究に近い結果が示唆されている7,�８）

が、どちらも患者数の集計データを用いた分析で
あり、特別料金の影響と救外適正利用を呼びかけ
た影響とを分けた検討や、性・年齢や社会経済因
子が異なる患者に対してそれらが与える影響の検
討、救外患者数に影響を与える他の要因の調整な
どは行われていない。そこで、この特別料金と呼
びかけが一自治体病院の救外患者数に与えた影響
を、患者個票データを用いて分析し、救外利用適
正化の推進に資するために、今回研究を行った。

2. 対象と方法

（１）研究対象地域における特別料金導入の背景
　中部地方のA地域（二次医療圏）にあるB市立
総合病院（B病院）は、主にB市の住民約14万人
をカバーする、病床数約500（すべて一般病床）
の二次救急医療機関である。B病院は、2008年３
月まで救外で請求していた診療報酬の時間外・休

日・深夜加算と同額（受診時間帯により初診で
850円から4800円）の特別料金を、同年４月より
導入した。請求対象は、緊急性・重篤性のない時
間外患者であり、６歳未満、生活保護受給、医師
の指示による受診、紹介状持参、救外受診後入院
など、一定条件の患者は対象外である。特別料金
の導入とその金額や請求対象はB市広報に掲載さ
れ９）、また、患者負担額が引き上げられたことの説
明もB病院救外受付で来院患者に対して行われた。
　導入に先立つ2007年６月にはA地域の救急医療
研究会（医師、看護師、救急救命士、救急隊員で
構成）が、個人の利便性のために救急車や救外を
利用することを控えるよう緊急アピールを行い10）、
同年11月以降はB市広報でも同様の呼びかけが繰
り返し行われた11-13）が、影響は限定的であった。
A地域にあるB病院以外の全３自治体病院も、
2008年５月から６月に同様の特別料金を相次いで
導入した。A地域内の二次救急医療機関は、B病
院を含む４自治体病院とB市内の１施設のみであ
り、三次救急医療機関は存在しない。B病院、B
市、A地域における特別料金導入前後の出来事
と、次節で述べるデータ②を抽出した時期を、表
１にまとめた。
　A地域では、19時から23時30分までは地域の医
師会が運営する地域救急医療センターが一次救急
患者を特別料金なしで診療している。同センター
の患者数は、2007年度から2008年度にかけて１日
平均８人から11人に増加したが、B市外（隣接す
るC市）に位置していることもあり、患者のうち
B市民は４分の１にとどまっている。また、B市
内には前述した通り二次救急医療機関がもう１施
設あるが、同院の救外受診患者数は2007年度から
2008年度にかけて変化しておらず、１日平均５人
と少ない。さらに、A地域外でB市に隣接するD
市は県庁所在地であり複数の二次・三次救急医療
機関があるが、いずれもB市中心部から車で30分
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以上かかり、B市民の受診は少ない。つまり、時
間外に医療機関を受診するB市民の多くは、B病
院の救外を受診している。
　なお、特別料金導入とほぼ同時に起こった大き
な変化として、B病院の循環器内科が休止した

（常勤医が不在となった）。そのため、同科外来に
通院していた患者は、B病院内の他科や他院の外
来に紹介された。また、2008年３月以降、虚血性
心疾患、不整脈、心不全などの循環器疾患が疑わ
れる患者がB市内で救急車を要請して病院に搬送
される場合、独自の搬送基準注２に従って近隣の
二次救急医療機関が輪番で受け入れることにな
り、B病院救外を受診する循環器疾患患者数は大
きく減少した。加えて、2008年４月から、B病院救
外の看護師による、住民からの電話相談対応（電
話トリアージ）も開始された。一般外来や夜間急
患センターが開いている時間帯の問い合わせであ
れば、救外を受診する必要性が低いと思われる場
合にはB病院救外以外の医療機関を受診するよう
に勧められるが、それ以外の時間外の問い合わせ
に対しては、救外を受診する必要性が低いと思わ
れる場合でも、本人や家族が心配ならばB病院救
外を受診するように伝えているのが現状である。

（２）データセット
　データは２種類あり、①2005年４月から2010年
３月までにB病院の救外を受診した全ての患者

（のべ141,676人）の月別患者数の集計データと、
②2007年４月・10月と2008年４月・10月の各月３
週間注３にB病院の救外を受診した全ての患者（の
べ5,893人）の個票データである。
　データ①は、各月の時間内・時間外注４に受診
した、全ての患者の数、そのうち救急車で来院し
た患者（救急車患者、のべ19,551人）の数、救外
受診後入院した患者（入院患者、のべ21,467人）
の数を、B病院が集計したものである。全ての患
者の数から救急車患者数を減じた数を非救急車患
者数、同じく入院患者数を減じた数を非入院患者
数とした。
　データ②は今回研究のために抽出したデータ
で、患者の救外受診日時、性、年齢、居住地、受
診の時に使用した健康保険の種類、救急車利用の
有無、他院からの紹介状の有無、救外における診
療科、診断名、救外受診後の転帰などの項目に加
えて、受診後入院した患者については、入院の主
病棟と主診療科、主傷病名、退院時転帰などの項

表1　2007年度から2008年度のB病院および周辺地域の出来事
年　��月 B市、B病院の出来事 A地域の出来事 データ②a

2007�4 B病院の病床数が601から572�に減少 ○
6 A地域の救急医療研究会が二次救急医療機関の

不要・不急の受診を避けるよう緊急アピール

10 C市の自治体病院の保険医療機関指定取り消しb ○

11 B市が広報でA地域の救急医療研究会の緊急ア
ピールに準じた内容を掲載し始める

2008�3 B病院循環器科が患者受け入れ停止、市外への
救急搬送開始

4 B病院が特別料金導入 ○
5～6 B病院以外のA地域内の3自治体病院が特別料金

導入
10 �○
11 旧B市が隣町と合併し新B市cとなる

a. データ②の列は、データを抽出した月を表す。
b. 翌月に再指定されるまでの１ヶ月間も、同院の救外診療は継続した。
c. 本論文中のB市は、合併後の新B市を指す。
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目も電子診療端末データベースから得て、B病院
患者IDと受診日時によって外来・入院データを
連結した上で匿名化した。それぞれの変数の値が
欠損していた場合や電子診療端末から抽出できな
かった場合は、紙媒体の診療録を確認した。後述
のオフセット項の算出に必要な、B市の性・年齢
階級別の、人口および国民健康保険（国保）被保
険者数は、B市から提供を受けた。
　なお、４月と10月のデータを抽出した理由は、
後に示すようにデータ①で年度毎の患者数のばら
つきが両月で小さいこと、インフルエンザやノロ
ウイルス感染症などの感染症が一般的に流行する
時期でないこと、各月が半年離れており一時的な
流行の影響を最小化できると考えたこと、さら
に、2007年11月以降、救外利用適正化がB市広報
などで本格的に呼びかけられたこと、である。

（３）統計解析
　データ①では、月別の患者数（入院患者数、非
入院患者数、救急車患者数、非救急車患者数）を
それぞれ従属変数とするポアソン回帰モデル注５

を作成した。特別料金、月、受診時間帯を独立変
数とし、当該月の受診時間帯別の時間数をオフセ
ット項とした。独立変数のうち、特別料金（2007
年度までは導入前、2008年度以降は導入後）と受
診時間帯（時間内、時間外）は２値、月は12値の
カテゴリカル変数とし、二次の交互作用項（特別
料金・導入後×受診時間帯・時間外）も検討した。
この交互作用項を検討した理由は、2008年度以降
の時間外に受診した患者のみ、特別料金を請求さ
れる可能性があったためである。独立変数のう
ち、特別料金は強制投入し、他の変数と交互作用
項 は、 赤 池 情 報 量 規 準（Akaike�Information�
Criteria:�AIC）によってモデル選択を行った。ま
た、受診時間帯による層別解析も行った。
　データ②の解析では、B市外に居住の患者（の

べ1,003人）、受診の時に使用した健康保険が国
保、被用者保険（社保）以外であった患者（のべ
398人）、救外を予約受診（医師の指示により受
診）した患者（のべ173人）、他院からの紹介状を
持参した患者（のべ118人）、循環器疾患患者（救
外受診後に循環器内科の病棟に入院し、主傷病名
が虚血性心疾患、心不全、不整脈、大動脈解離な
どの循環器疾患であった患者およびB病院救外受
診時に循環器疾患が疑われたためB病院救外から
他院に搬送された患者、42人）を解析から除外
し、解析対象者はのべ4,159人となった。
　データ②では、３週間あたりの患者数を従属変
数としたポアソン回帰モデルを作成した。患者の
分類はデータ①と同様に行ったが、救外受診後に
外来で死亡した患者は重症と考え、入院患者に分
類した。特別料金、月、受診時間帯、性、年齢を
独立変数とし、３週間の受診時間帯別の時間数と
当該月におけるB市の性・年齢階級別人口との積
をオフセット項とした。そのため、データ②の解
析では、１人時あたりの患者数（受療率）を求め
ることが可能となった。独立変数のうち、特別料
金（2007年度は導入前、2008年度は導入後）、受
診時間帯（時間内、時間外）、月（４月、10月）、
性（男、女）は２値、年齢（０～５歳、６～17
歳、18～44歳、45～64歳、65～74歳、75歳以上）
は６値のカテゴリカル変数とし、二次の交互作用
項（特別料金・導入後×受診時間帯・時間外、特
別料金・導入後×年齢・０～５歳、性・女×年齢
18～44歳）も検討した。後二者の交互作用項を検
討した理由は、６歳未満は特別料金の請求対象外
であったためと、患者調査によると若年において
は女性の受療率が男性よりも明らかに高く、他の
年齢と異なるパターンを示しているため14）であ
る。独立変数のうち、特別料金は強制投入し、モ
デル選択や、受診時間帯による層別解析は、デー
タ①と同様に行った。また、解析対象者を65歳未
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満に限って、特別料金と健康保険（国保、社保の
２値）を独立変数として強制投入し、特別料金と
の交互作用項（特別料金・導入後×健康保険・国
保）を検討した解析も行った。この場合、性・年
齢階級別人口ではなく、性・年齢階級別の国保被
保険者数または人口からそれを減じた数（社保被
保険者数）と、受診時間帯別の時間数との積を、
オフセット項とした。
　解析にはSAS�version�9.2（SAS�Institute�Inc,�
Cary,�NC,�USA）を用いた。

（４）倫理的配慮
　本研究は、東京大学大学院医学系研究科・医学
部倫理委員会およびB病院倫理委員会の承認を得
た上で行った。B病院の外でデータ②を扱う場合

は、患者個人単位で名寄せした上で匿名化（患者
氏名、生年月日、住所、B病院患者IDを含まな
い）されたものを使用した。

3. 結果

（１）データ①の解析結果
　年度・月別の各患者数を図１に示す。特別料金
導入前後にかかわらず、入院患者数と救急車患者
数は、毎月のべ300人から400人であった。一方、
非入院患者数と非救急車患者数は、導入前は毎月
のべ2,000人から3,000人、導入後は毎月のべ1,000
人から1,500人であり、導入後に減少していた。
　ポアソン回帰モデルを作成したところ、いずれ
の患者数を従属変数とした時でも、独立変数とし

図1　�集計データ（データ①）によるB病院救外を受診した入院患者数（1a）、非入院患者数（1b）、救
急車患者数（1c）、非救急車患者数（1d）の2005�年度から2009�年度の月別の推移

図１a　入院患者数
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図1c　救急車患者数
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図1b　非入院患者数
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図1d　非救急車患者数
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て特別料金、月、受診時間帯、および交互作用項
（特別料金と受診時間帯）を入れたモデルが選択
された（表２）。交互作用項はいずれの従属変数
の場合も１よりもやや大きく、特別料金が請求さ
れない時間内の方が、時間外よりも、特別料金導
入による１時間あたりの患者数の減少割合が大き
かった。受診時間帯による層別解析の結果、特別
料金導入後に時間外の患者数は、入院患者数は

0.90（95%信頼区間�0.87-0.94）倍、非入院患者数
は0.55（同0.54-0.55）倍、救急車患者数は0.96（同
0.93-0.99）倍、非救急車患者数は0.54（同0.54-0.55）
倍に減少していた（層別解析の結果の表は省略）。
　時間内と時間外の１時間あたりの患者数の比
は、入院患者と救急車患者で0.6から0.7、非入院
患者と非救急車患者で1.8から1.9であった。

（２）データ②の解析結果
　各年度の患者数を、独立変数、従属変数、解析
除外条件毎に、表３に示す。解析対象となったの
は、2007年 度 が の べ2,468人、2008年 度 が の べ
1,691人であった。ただし、健康保険を独立変数
として用いた解析では、65歳以上の患者を除外し
たため、それぞれのべ1,806人とのべ1,135人であ
る。2008年度に受診した1,691人のうち、特別料
金を請求されたのは818人（48.4%）であった。
　各患者数を従属変数としてポアソン回帰モデル
を作成した結果を表４に示す。数値が空欄となっ
ている独立変数や交互作用項は、モデルで選択さ
れなかった変数である。
　入院患者、非入院患者、救急車患者、非救急車
患者の受療率は、特別料金導入後それぞれ0.96

（ 同0.83-1.11） 倍、0.66（ 同0.61-0.71） 倍、1.07
（同0.90-1.27）倍、0.64（同0.60-0.68）倍になって
おり、非入院患者と非救急車患者の受療率は大き
く減少していたが、入院患者と救急車患者の受療
率は減少を認めなかった。受診時間帯による層別
解析でも同様の結果であった。

表２　集計データ（データ①）を用いた特別料金導入前後の１時間当たり患者数の変化
従属変数（救外患者数）

独立変数 　入院 非入院 救急車 非救急車

特別料金 導入前
導入後

１（基準）
0.83（0.79-0.87） �0.49（0.47-0.51）� 0.90（0.85-0.94）� 0.49（0.47-0.51）

受診時間帯 時間内
時間外

１（基準）
0.61（0.59-0.64）� 1.87（1.84-1.91） �0.67（0.65-0.70）� 1.79（1.75-1.82）

導入後×時間外 1.09（0.97-1.15） �1.11（1.07-1.16） �1.07（1.00-1.14）� 1.11（1.07-1.15）
数字はexp（β）。切片と月は省略した。丸括弧内は95%信頼区間。

表３　�個票データ（データ②）における独立変
数、従属変数、解析除外条件毎の各年度の
患者数

独立変数 2007年度 2008年度

月 ４月 1259 � 785
10月 1209 � 906

受診時間帯 時間内 �407 � 275
時間外 2061 1416

性 男 1246 � 875
女 1222 � 816

年齢

０～５歳 �617 � 371
６～17歳 � 308 � 209
18～44歳 � 498 � 315
45～64歳 � 383 � 240
65～74歳 � 270 � 239
75歳～� � 392 � 317

健康保険 国保 1036 � 833
社保 1432 � 858

（人）
従属変数
入院患者

（うち救外で死亡） �365（７） 356（13）

非入院患者 2103 1335
救急車患者 �255 � 278
非救急車患者 2213 1413

（人）
解析除外条件
B市外に居住地 �618 � 385
国保、社保以外 �198 � 200
予約受診 �114 � � 59
紹介状持参 � � 56 � � 62
循環器疾患で入院 � � 40 � � � 2

（人）
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　時間内と時間外の受療率の比は、データ①の解
析における時間内と時間外の１時間あたりの患者
数の比と近い結果が得られた。女性は男性よりも
受療率が低かったが、18～44歳では男性よりも女
性の受療率が特に入院で高かった。年齢別の受療
率では、18～44歳が概ね最も低く、乳幼児や高齢者
では高くなっていた。乳幼児は非入院や非救急車
の受療率が特に高く、75歳以上の高齢者は入院や
救急車の受療率が特に高かった。０～５歳は特別
料金の請求対象外であったが、他の年齢階級とほ
ぼ同様に受療率は減少しており、非入院患者のみ

で見られた特別料金との交互作用も小さかった。
　さらに、解析対象者を65歳未満に限って、健康
保険を独立変数に加えた解析の結果を表５に示
す。国保の被保険者の受療率は、社保の被保険者
と比べて、一貫して高く、特に救急車の受療率が
高かった。交互作用項（特別料金・導入後×健康
保険・国保）はいずれの患者数を従属変数とした
モデルでも選択されず、健康保険の種類による受
療率の変化の違いは見られなかった。

表４　個票データ（データ②）を用いた特別料金導入前後の受療率の変化
従属変数（救外患者数）

独立変数 　入院 非入院 救急車 非救急車

特別料金 導入前 1（基準）
導入後 0.96（0.83-1.11） 0.66（0.61-0.71） 1.07（0.90-1.27） 0.64（0.60-0.68）

受診時間帯 時間内 1（基準）
時間外 0.61（0.52-0.71） �2.38（2.15-2.63） 0.81（0.67-0.98） 1.98（1.81-2.17）

性 男 1（基準）
女 0.69（0.59-0.81） 0.89（0.83-0.96） 0.85（0.72-1.01） 0.85（0.79-0.92）

年齢

０～５歳 3.24（2.44-4.32） 9.76（8.63-11.0） 2.02（1.17-3.47） 9.00（8.10-10.0）
６～17歳 0.63（0.43-0.93） 2.29（2.02-2.60） 0.80（0.52-1.23） 2.15（1.90-2.43）
18～44歳 0.37（0.25-0.55） 1.05（0.91-1.21） 0.56（0.40-0.79） 0.97（0.85-1.12）
45～64歳 1（基準）
65～74歳 2.90（2.28-3.68）� 1.67（1.46-1.91）� 3.36（2.54-4.45）� 1.68（1.48-1.92）
75歳～ 6.76（5.45-8.39） 2.56（2.25-2.90） 7.54（5.84-9.72） 2.70（2.39-3.05）

導入後×０～５歳 - 0.86（0.74-1.01） - -
女×18～44歳 1.94（1.19-3.15） 1.36（1.05-1.44） - �1.45（1.23-1.70）

数字はexp（β）。切片は省略した。丸括弧内は95%信頼区間。

表5　個票データ（データ②）を用いた65歳未満の者の特別料金導入前後の受療率の変化
従属変数（救外患者数）

独立変数 入院 非入院 救急車 非救急車

特別料金 導入前 １（基準）
導入後 1.05（0.84-1.32） 0.60（0.55-0.65） 0.92（0.70-1.22） 0.62（0.57-0.67）

受診時間帯 時間内 １（基準） - �１（基準）
時間外 0.82（0.64-1.05） 3.23（2.83-3.68）� - 2.86（2.53-3.23）

性 男 １（基準） - １（基準）
女 0.68（0.52-0.89） 0.86（0.79-0.95） -� �0.84（0.77-0.92）

年齢

０～５歳 3.35（2.51-4.48） 9.45（8.47-10.6） 2.08（1.38-3.14） 9.22（9.29-10.3）
６～17歳 0.65（0.44-0.96） 2.35（2.07-2.66） 0.85（0.55-1.31） 2.20（1.95-2.49）
18～44歳 0.38（0.25-0.56） 1.06（0.92-1.22） 0.59（0.42-0.83） 0.99（0.86-1.14）
45～64歳 １（基準）

健康保険 国保 1.20（0.93-1.53）� 1.15（1.05-1.25）� 1.34（1.00-1.80）� 1.14（1.05-1.24）
社保 １（基準）

女×�18～44歳 1.96（1.15-3.34） 1.40（1.18-1.67） - 1.46（1.24-1.73）

数字はexp（β）。切片は省略した。丸括弧内は95%信頼区間。
表４のモデルの独立変数に健康保険の種類を加えた。
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4. 考察

　データ①の解析結果では、特別料金導入による
影響は、比較的軽症と考えられる非入院患者と非
救急車患者で特に大きかった。データ②の解析結
果でも比較的重症と考えられる入院患者と救急車
患者の受療率は減少を認めず、2007年度に救外受
診後に循環器疾患で循環器内科病棟に入院した患
者の数は入院した全ての患者の9.0%（48/536）で
あったことから、入院患者数の10%程度の減少
は、循環器内科が休止したことでほぼ説明される
と考えられる。時間内と時間外の１時間あたりの
患者数の比は、入院患者や救急車患者で小さかっ
たが、非入院患者や非救急車患者では逆に高くな
っており、時間内と比べて、時間外の救外では、
軽症患者の割合が大きくなっていることが裏付け
られた。
　データ②の解析結果において、特別料金導入前
後における各患者の受療率の変化に関しては、概
ねデータ①の患者数の変化と一致する結果が得ら
れた。また、男性の受療率が女性よりもやや高か
ったこと、各患者の年齢別の受療率が乳幼児と高
齢者で高くU字型カーブを描いていることは、患
者調査の結果と一致していた。なお、人口から国
保被保険者数を減じた数を社保被保険者数とした
ことから、社保のオフセット項に医療扶助受給者
も含まれ、社保被保険者の受療率は過小推計とな
っているが、2007年から2008年にB市人口に占め
る医療扶助受給者の割合は0.2%台であり、その影
響は小さいと考えられる。
　データ①の解析で、特別料金を請求される可能
性がある時間外よりも、その可能性がない時間内
の方が、患者数が大きく減っていたのは、意外な
結果であった。その理由として、特に、電話トリ
アージの影響もあり時間内は一般外来や他院に患

者が誘導されたこと、受診時間帯による特別料金
の有無を患者が十分に理解していないことが考え
られ、また、重症患者が朝まで待たずに救外を受
診するようになったこと、特別料金さえ払えば時
間外でも受診して良いと患者が考えたこと、受診
しても料金を支払うつもりがない患者が増えたこ
となどが可能性として考えられるが、いずれも推
測の域を出ない。また、受診時間帯による特別料
金の影響の差が小さかったことから、特別料金に
よる経済的な障壁よりも、住民に対する救外適正
利用の呼びかけの方が、患者数や受療率に与える
影響が大きかったとも考えられるが、データ①で
は、呼びかけのみ行われた間（2007年７月から
2008年３月）は、時間内の非入院患者と非救急車
患者を除いて、大きな変化は見られなかったた
め、呼びかけと特別料金と組み合わせることで、
大きな影響が出たと言える。自治体病院が、患者
負担額を上げてでも救外への軽症患者の集中を減
らしたいという意思を示して、初めて住民が受療
行動を変化させたのかも知れない。本研究におい
て、特別料金と呼びかけの影響を完全に分けて考
えることは、以下の理由から困難である。すなわ
ち、呼びかけのみ行われた期間が短く、B市民に
おける周知の度合いも呼びかけが始められてから
経過した時間によって異なるであろうこと、時間
内は一般外来や他院が利用できるため呼びかけや
電話トリアージの影響が時間外よりも大きいと考
えられるが、その受診時間帯間の差が不明である
こと、である。
　本研究の大きな限界として、救外を受診しなか
った患者がどのような代替行動を取ったのかは不
明であること、前後比較であり特別料金導入以外
の変化による影響を否定できないこと、一自治体
病院のデータであり一般化可能性には注意が必要
であること、救外受診が適正であったか否かを判
定する標準的指標がないこと、が挙げられる。
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　救外受診を考えたB市民が取り得る行動として
は、特別料金を払うつもりで受診する、重症であ
り入院が必要と考え特別料金を払わないつもりで
受診する、受診を遅らせる（家庭でケア）、地域
救急医療センターを受診する、一般外来を早めに
受診する、特別料金がかからない病院や域外病院
を受診する、B病院救外を受診するが料金を支払
わない、などが考えられるが、今回用いたデータ
ではそれぞれが実際にどのくらいあったかは分か
らない。米国の先行研究４-６）のように保険者が持
つデータを用いたり、B市民に対する質問票調査
を行うなどすれば、一部は明らかになるだろう。
　受診の遅れまたは差し控えしたために重症化し
たケースが増加したのか否かは今後の研究課題で
ある。米国の先行研究４-６）では健康アウトカムへ
の影響はほとんど見られず、救外における患者負
担額増加による急性心筋梗塞の患者の受診の遅れ
は見られなかったとする研究15）もあるが、我が
国ではこれまでに報告がない。なお、地域で同様
の取り組みが行われた病院の報告によれば、特別
料金導入後に、地域の夜間急患センターや診療所
の患者数が増加したり、必要な受診を控えたため
に重症化し救急搬送されたりしたケースはなかっ
たとされている16）。
　特別料金導入とほぼ同時期に起きた重要な変化
として、B病院循環器内科休止があったため、そ
の影響は今回調整した。また、2007年10月の１ヶ
月間はB市と隣接するC市にある自治体病院で保
険診療が行えず同院の患者数が大幅に減少した
が、それがB病院救外患者数に与えた影響は小さ
く（図１）、さらにデータ②の解析で対象をB市
民にしぼってもいることから、結果に大きな影響
を与えていないと考える。救外患者数に影響しそ
うなその他の変化の存在や、それによる影響は不
明である。しかし、特別料金導入前３年間と導入
後２年間の患者数の変化はそれぞれ小さく（図

１）、2008年３月までと４月以降ほどの変化は他
の時期には観察されていないため、特別料金導入
による影響は概ね正しく推定できたと考える。
　データ①・②はどちらも一病院で得たデータで
あり、一般化可能性は限られている。しかし、B
病院が特殊な条件下にあると考える理由もない
し、前述したように特別料金導入以外の変化の影
響は可能な限り調整されている。また、重症患者
の数や受療率は大きな変化がなく、軽症患者は大
幅に減少するという、国内外の先行研究２-７）と矛
盾しない結果が得られている。
　救外受診が適正であったか否かを判定する指標
は、先行研究により異なっている。Selbyら

（1996）４）、Wharamら（2007）６）は、両者異なる
方法で診断名から重症度を４分類し、それぞれの
分類に当てはまる救外受診率・入院率を見た。
Hsuら（2006）５）は、入院率、ICU入院率、死亡
率以外に、一部の重症疾患にしぼった入院率・
ICU入院率を見た。吉田ら（2010）８）は、本研究
のデータ①と同様に、入院・救急車患者数を検討
した。本研究では、吉田らと同様、救外に救急車
で来院したか否か、救外受診後に入院したか否か
を用いた。
　その他の限界として、データ②の解析で、救外
受診後に入院しなかった循環器疾患患者を除外し
なかったため、入院患者以外の受療率の変化は推
計が過大になっている可能性がある。また、救外
を利用する確率が住民一人一人異なること、感染
症に代表される一部の疾患が救外受診の理由とな
ること、時間外でも時刻によって特別料金の金額
や他に利用可能な外来医療施設の有無が異なるこ
とは、均質性の仮定（homogeneity�assumption）
を満たしていないが、それにより結果が大きく変
わるとは思われない。
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5. 結論

　一自治体病院の救外で特別料金を導入したとこ
ろ、入院患者および救急車患者の受療率はほとん
ど変化がない一方、非入院患者および非救急車患
者の受療率は６割程度に減少していた。救外適正
利用を住民に呼びかけただけでは患者数に与える
影響は限られていたが、特別料金と呼びかけを組
み合わせることで大きな影響が見られた。軽症患
者が集中し、重症患者の診療に支障を来している
高次救急医療機関において、住民に対して救外適
正利用を呼びかけるとともに軽症患者を対象とす
る特別料金を導入することで、軽症患者数を選択
的に減らせる可能性が示唆された。特別料金導入
に伴って生じうる受診の遅れや差し控えによる患
者の健康に対する影響を検討することは、今後の
課題である。

　本論文のさらに詳細な考察は、東京大学学術機
関レポジトリ<http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.
jp/>において、学位論文（稲田晴彦：時間外診
療の特別料金導入が一自治体病院の救急外来受療
率に与えた影響）として、一般公開される予定で
ある。

注
１　目的は病院により異なるが、特別料金を導入し

ているいくつかの病院のウェブサイトの情報をま
とめると、このようになる。この特別料金を請求
すると、診療報酬の時間外・休日・深夜加算は算
定できなくなるため、病院の収入は減少する可能
性が高い。実際に、吉田らの報告によれば、特別
料金導入後、徳島赤十字病院の時間外外来診療収
入は大きく減少した８）。

２　B市外への循環器疾患疑い患者搬送基準は以下の
通り。①胸痛または呼吸困難を訴える35歳以上85

歳未満で体温37.5度以下の患者、または、②心拍数
40／分未満または140／分以上または過去に発作性
不整脈の診断を受けた患者が同様の症状を訴える
場合。ただし、上記基準に該当しても、行旅人、
心肺停止、寝たきり、重度の認知症、施設入所中
の患者は市外搬送対象外。

３　正確な年月日と曜日は、2007年４月９日（月）
から29日（日）、2007年10月８日（月）から28日

（日）、2008年４月７日（月）から27日（日）、2008
年10月６日（月）から26日（日）である。

４　時間内は平日８時30分から17時14分、時間外は
それ以外のすべての時間である。

５　ポアソン回帰モデルは、

　log（Yi）＝αi＋　��βjXij＋log（αi）

　で表される。ただし、Y�は従属変数、αは切片、
βは偏回帰係数、Xは独立変数、log（α）はオフセ
ット項である。従属変数である救外患者数はカウ
ントデータ（０以上の整数値を取る）であり、救
外受診は十分に稀な事象である（約14万人いるB市
民のうち任意の１時間にB病院救外を受診する割合
は小さい）ため、救外患者数はポアソン分布に従
うと考えられる。Y�を救外患者数、αを時間（また
は救外を受診する可能性がある母集団の人口と時
間との積）とすることで、Y/αで表される１時間
あたりの患者数（または１人時あたりの患者数、
受療率）を、独立変数に回帰している。
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Effects of Increased Copayment on the Use of  
the Emergency Department at a Hospital

Haruhiko Inada＊1　Yasuki Kobayashi＊2　Mamoru Tomida＊3　Nobutaka Ota＊4

Abstract

In the past few years, dozens of large hospitals across Japan have increased the after-hours copayment for their 
emergency services to discourage the patients with non-urgent conditions and focus on the care of patients with 
urgent conditions. We studied the effect of the copayment at the emergency department of a large suburban hospital 
by examining the number of patients before and after the increase in the copayment in April 2008.

We collected data on patients who visited its emergency department before （April and October 2007） and after 
（April and October 2008） the increase in the copayment. The copayment was set at the minimum of ¥850 to the 

maximum of ¥4800 according to the time of the visit, but it was waived if the visit was deemed necessary by a 
physician （e.g., hospitalized after the visit, referred to the emergency department, and visit after a traffic or industrial 
accident）, the patient was 6 years old or younger, or the patient received public medical assistance. We classified 
patients by their presumed urgency status into two groups: patients who arrived by ambulances （urgent） versus by 
other means （non-urgent）; and patients who were hospitalized after the visit （urgent） versus those who were sent 
home （non-urgent）. We employed Poisson regression analysis to model the number of patients of each status as 
dependent variables, with the amount of copayment, age, sex, and time of visit as independent variables and person-
hours as control variables. Models were selected by Akaike information criteria.

After the increase in the copayment, emergency department use declined by approximately 35% among patients 
with non-urgent conditions but remained unchanged among patients with urgent conditions. The change was almost 
consistent across subgroups. Our results suggest that the number of patients with non-urgent conditions could be 
selectively reduced by increasing the size of copayment.

Further research to examine the possible adverse health effects among the discouraged patients is warranted.

［Keywords］  emergency department, after-hours outpatient care, copayment, sentei-ryoyo, specified medical care 
coverage （hokengai-heiyo-ryoyohi）
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　2006年の小松の著作が生み出した「医療崩壊」
という造語は、その実証的真偽はさておき、医療
資源の整備・確保に関する政策を転換させるきっ
かけとなったことは否定できないだろう。こと
に、小児科・産婦人科・救急医療体制の「崩壊」
は時に地方自治体を揺るがす政治的問題にまで発
展した。そのなかで、兵庫県の「県立柏原病院の
小児科を守る会」では、「公共財としての地域医
療資源の自主的保護活動」が展開され、「コンビ
ニ受診を控えよう」をスローガンに、消費者・患
者が経済的インセンティブによらず、自らモラル
ハザード抑制を図った大変ユニークな事象が見ら
れた。
　こうした動きは例外的なもので、依然として救
急医療の適正利用をどう図るかは多くの自治体の
悩みである。総務省消防庁始め、各自治体は不要
不急の救急受診を控えるように各種の呼びかけを
しているが、その効果は顕著ではない。そうした
中、2006年健康保険法一部改正後、選定療養費と
して時間外診療に追加負担を求める動きが見られ
ている。選定療養は「被保険者の選定に係る」も
ので、患者から追加的費用負担を求めることがで
きる医療サービスとされる。主な選定療養には、
特別の療養環境の提供（差額ベッド）、予約診療、

200床以上の病院の初診・再診（紹介患者ならび
に緊急患者を除く）、180日以上の入院、制限回数
を超える医療行為（リハビリなど）、そして時間
外診療が含まれる。時間外診療については、「緊
急やむを得ない事情による時間外の受診について
は従前通り診療報酬点数上の時間外加算の対象と
なり、患者からの費用徴収は認められない」との
通知が保険局医療課長から当時出されている。た
だし「緊急やむを得ない」の判断は各現場に委ね
られた形となっており、その実態はいくつかの報
告があるものの、そのほとんどは前後での救急外
来受診率を集計データで示したものに過ぎず、政
策評価としては弱いエビデンスに留まっていた。
　医療経済研究Vol.23 No.２の稲田らによる論稿
では、ある自治体病院における時間外救急診療に
対する選定療養費の導入が救急外来受診率に与え
た影響について、日別・患者別個票データを用い
て実証的に検討している。患者の保険種別や人口
学的特性、さらには疾病名など、受診確率に影響
しうる患者レベルの属性を補正してポワソン回帰
分析を行った結果、選定療養費の導入後、入院に
いたらなかった患者の受診率と救急車搬送を伴わ
ない患者の受診率が有意に低下していることを示
している。一方、入院に至った患者と救急車搬送
については、導入前後で有意な受診率の変化を認
めなかった。このことから、筆者らは選定療養費

「選定療養（時間外診療）導入が一自治体病院の
救急外来受療率に与えた影響」に対するコメンタリー
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の導入は必要な受診については負の影響を与えず
に、不要不急の受診を抑制する効果があったと結
論している。
　本研究の強みのひとつは、詳細な患者属性を含
んだミクロデータを用いた点である。いまひとつ
の強みは、地点の選択にある。テキスト内では匿
名記載となっているが、引用文献と表１に記され
た詳細な前後の事情から、どの自治体病院かは読
者に明らかとなっている（にも関わらず筆者ら
が、匿名記載にした理由は不明である）。当該地
区は近隣自治体を含め、自治体病院が主な２次・
３次医療機関となっており、自治体を越えた越境
受診も比較的限られていると考えられることか
ら、クロスボーダーや周辺の他施設への受診など
の影響を比較的排除して、選定療養導入前後の影
響を見やすかったと推測される（ただしこの点に
ついては、本論文中では、患者調査や自治体統計
など、入手できる他の公的統計など用いた検討を
尽くしていないのが残念である）。こうした地勢
的特性から、本研究で示された制度導入前後での
受診率の減少は、患者ミックスの変化や周辺病院
への患者移動で説明するよりは、住民の受診抑制
によるものと解釈して妥当であろう。
　一方、疑問が残るのは、この受診抑制が「特別
料金の導入による」効果なのか、である。すでに
筆者ら自身が認めているように、受診率の抑制が
特別料金の対象である時間外診療ではなく、時間
内診療でより強く見られた点は、筆者らの解釈と
整合的ではない。考察で筆者らは、同時期導入さ
れた「電話トリアージ」により時間内の救急受診
が一般外来などに誘導されたことや、自治体によ
る受診適正化キャンペーンの影響、さらに特別料
金と受療時間帯の関係を住民が充分理解していな
かった可能性などを理由として挙げている。住民
の当該制度に関する周知の状況を示す質的な情報
や、電話トリアージのログ情報などを部分的にで

も入手して、これらの影響についてもう少し考察
する余地があったと思われる。示された分析結果
からは、住民は選定療養に伴う特別料金であるこ
とを理解せず、当該病院の受療にあたって「自己
負担が増えた」という「誤解」をしていた可能性
が高いと見られる。そうであれば、時間内の一般
外来＋救急外来の合算受療率自体、制度導入前後
で変化していたのではないか？　救急外来受療数
だけでなく、一般外来受療数についても併せて集
計データの年次動向を検討してみる余地がありそ
うだ。さらに、本研究では2009年までのデータが
示されているが、それ以降の受療動向の情報も集
計データレベルでよいから入手できれば、制度に
対する住民の理解の深まりとともに、受療動向に
より戻しが出てきているかどうか、など見てみた
かった。
　もし特別料金に対する「誤解」が受診抑制につ
ながっていた場合、必要な受診が本当に抑制され
ずに済んでいたのかどうかは、筆者らも気にして
いるように、今後注意深い観察を通じて、明らか
にされなくてはならない。救急車を利用するレベ
ルのものについては、もともと選定療養費の対象
外でもあり、変化がないのは当然のことと期待さ
れる。本稿では入院を必要とした患者とそうでな
い患者で受診率の動向を比較しているが、制度導
入前後で入院判断の基準が比較可能なものだった
のかどうか、気になるところである。救急車で搬
送されたケースで、入院に至る確率に変化はなか
ったのだろうか。またせっかく個票レベルで臨床
データも入手していたようなので、入院判断の傾
向スコアが前後で変化していないか、確認してお
くことができたのではないか。
　以上、稲田他（2012）の結論には留保を伴う部
分があるが、医療資源の適正利用を促すインセン
ティブとして、追加的自己負担が受療行動に有意
な影響を与えることを明らかにしたこと自体は意
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義のあることである。今後患者の所得水準や健康
状態の情報などと併せて、受療行動抑制の負の影
響の有無を実証的に検討する必要があることも改
めて確認された。本研究と同様、制度導入を図っ
た自治体立病院を中心とする２次医療圏で、世帯
面情報を自治体の記録や社会調査を通じて入手
し、これと臨床情報を併せた検討をすることが必
要だろう。そうした可能性を示した点も、本研究
の意義のひとつと数えられる。
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１．はじめに

　近年続く看護職員不足は深刻な域に達してい
る。５年毎に実施されてきた厚生労働省の「看護
職員需給見通しに関する検討会」注１）では、平成
23年度での必要常勤看護職員は90万人とされる一

抄　　録

　本研究の目的は、看護職員不足解決のために、離職中の看護師免許保有者を対象とし、彼女たちが復職する際に望む職
場環境の要因を、選択型実験法を応用したアンケート調査を用いて検証し、それを基に、復職希望者をスムーズに現場へ
と復帰させるための職場環境整備に対する提言を行うことである。調査はインターネットを用いて全国規模で行った。ま
ず、看護師免許保有者であるかどうかのスクリーニングを行い、次に、その看護師免許保有者のみ本調査に進む。本調査
は、看護職歴などに関する質問と選好表明法の１つである選択型実験法を用いた仮想的な病院選択である。
　分析は、現時点で看護職員として働いている現職グループ、離職しているが復職希望の有る復職希望有りグループ、そ
して、復職希望の無い復職希望無しグループの３つに分け、とりわけ、復職希望有りグループの再就業時の病院選択に対
する選好に着目した。
　本研究の結果は次の通りである。復職を希望する人々のほとんどが、離職期間が短く、家庭の都合で復職が困難である
が、かつての職場への満足度が高く、また、復職時の希望時給額も現職看護職員や復職希望の無い人々よりも低いことか
ら、可能ならば比較的安い賃金でも現場に復職したいと考えていることがわかった。さらに、復帰希望の有る人々は現職
に比べて、日勤から夜勤のみに変わること及び日・夜勤になることへの支払意志額と土日が両日とも休みになることに対
する支払意志額が突出して高く、夜勤を非常に嫌い、土日の休みを重視する傾向にあることがわかった。また、復職希望
の有る既婚者は夜勤と土日の休みがなくなることを嫌う傾向が強いことがわかった。そして、復職希望の有る人々のうち、
かつての職場での満足度が高い人々は夜勤を好まないことがわかった。
　以上の結果は、復職を希望している人々を現場にスムーズに復職させるためには、夜勤を避けて、できるだけ日勤勤務
が可能で、かつ、土日が両日とも休みとなりやすい職場環境の実現が必要であることを示している。
　現職の人々も離職中の人々も夜勤への選好は負で有意であるが、支払意志額は現職の方がはるかに小さい。この点を考
慮すると、現職の夜勤シフトを増やし、復職希望者をパートタイム的に日勤シフトに組み込むことが、病院経営者にとっ
ては最も効率的に経営資源を配分することになる。しかし、全ての労を現職に負担させては、現職の離職率を上げる危険
を招く恐れがあるため、復職希望者が、夜勤に比べて、土日が両日休みであることの支払意志額が比較的小さいことを考
慮して、夜勤の多くなる現職に土日の両日休みを与え、パートタイムで日勤を希望する復職希望者を土日のいずれかに振
り分けるのが効率的であると考えられる。

キーワード：選択型実験法、看護職、職場選択、インターネット調査、Random Parameter logit
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方で、それを満たすために不足する看護職員は５
万６千人とされ、需給の不一致が見られる。平成
16年度から平成22年度の「保健・衛生行政業務報
告書」注２）においては、都道府県の人口10万人に
対する就業看護職員数は関東・東海・関西で全国
平均を下回る傾向がわかった。さらに、平成22年
度の日本看護協会の「病院における看護職員需給
状況調査」注３）からは、常勤看護職員の離職率は、
平成16年から20年までの間に11％から約１％上昇
し、12％となり、北海道および首都圏や関西など
の都市部では離職率が全国平均を上回る傾向にあ
ることが示されている。
　この背景の１つに、平成18年度の診療報酬の改
定がある。これにより、看護職員１人が受け持つ
入院患者数で決まる入院基本料の区分に、病院側
が最も高い報酬を得られる「７対１の看護体制」
が生まれた。この「７対１の看護体制」を行うこ
とで、10対１の体制に比べ、100床当たり年間約
１億円の診療報酬が増える計算となり、病院間で
看護職員の奪い合いが激化し、医師がいるにも関
わらず、看護職員がいないがゆえに病棟を閉鎖し
なければならない状態が多くの地域で発生してお
り、それが地域医療の根幹を揺るがす事態に至っ
ている。
　看護職員不足の解消の一案として、政府は平成
20年から、インドネシアやフィリピンから看護
師・介護師の受け入れを開始したが、未だ看護現
場の需給の不一致を解決するまでには至っていな
いのが現状である。一方で、看護職員増加のため
に、看護学生を増員する案もあるが、特殊な知
識・技術の修得には時間を要し、現状を直ちに打
開することは難しい。また、現職看護職員だけ
で、現状を改善するには、さらなる労働時間の増
加が必要となり、これは労働環境の悪化による離
職率の増加をもたらす危険が高く、本末転倒とな
らざるを得ない。

　このような問題の中、平成16年度「第３回第六
次看護職員需給見通しに関する検討会」注１）の平
成14年の離職中の看護師免許保有者数は約55万人
と推計されており、看護現場での需給の不一致を
解消するためには、即戦力と期待されるこれら離
職中の人々を現場に復職させるための職場環境の
整備および政策提言が社会的に希求されている。
　この課題解決のために、本研究では、全国規模
でのインターネット調査によるサンプリングに基
づいた選択型実験法（Choice�Experiment）を応
用し、回答者に勤務を希望する病院に対する選択
を行ってもらい、復職を希望する人々の職場に望
む環境要因の優先順位を付け、それを基にした、
職場環境整備に対する効率的な経営資源の配分に
関する提言を行うことを目的とする。選択型実験
法は、回答者に、商品やサービスなどの特徴（属
性）をもとにして作られた選択肢の中から、一番
好ましいものを選択してもらう選択型コンジョイ
ント分析であり、この手法を用いることにより、
回答者の選択結果から、彼らの商品やサービスを
構成する各要素への潜在的な選好を推計すること
が可能となる。なお、離職中であっても復職を希
望する人としない人では選好が異なると予想され
るため、これらを別集団として選好を比較し、復
職を希望しない人がどのような条件であるならば
復職を希望するかについても併せて検証する。さ
らに、現職の看護職員についても同様の調査を行
い、現職看護職員と離職者の選好を比較し、より
良い看護現場の環境実現に向けた提言を行う。
　本調査の流れは、まず、スクリーニングとし
て、看護職についているか否か、および、看護師
免許保有者（保有者ならばどの免許を取得してい
るか）についての質問や個人属性に関する質問を
行った。スクリーニングで看護職についている人
もしくは看護職にはついていないが免許を保有し
ている人は、本調査として次の３種類の質問項目
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に答えた。１つ目は、看護職歴に関わる質問から
構成されており、現職を続ける理由や復職しない
理由に関する質問である。２つ目は、表明選好法
の１つである選択型実験法を用いて設計された仮
想的な病院に対して、どの病院に勤務したいかを
選択する質問である。選択肢である病院は、施設
主体（民間か公立か）、病床数、勤務体系（日勤
か、夜勤か、日・夜勤か）、給与（時給）、入院基
本料の区分、土日の休み、通勤時間の７つの属性
情報から構成され、回答者は常勤の正看護職員と
して働きたいと思う病院を１つ選ぶ意思決定を16
回行った。３つ目は、家族に関する質問である。
　本研究の結果は、復職を希望する人々のほとん
どが、離職期間が短く、家庭の都合で復職が困難
であるが、かつての職場への満足度が高く、ま
た、復職時の希望時給額も現職看護職員や復職希
望の無い人々よりも低いことから、可能ならば比
較的安い賃金でも現場に復職したいと考えている
ことがわかった。さらに、復帰希望の有る人々は
現職に比べて、日勤から夜勤のみに変わること及
び日・夜勤になることへの支払意志額と土日が両
日とも休みになることに対する支払意志額が突出
して高く、夜勤を非常に嫌い、土日の休みを重視
する傾向にあることがわかった。また、復職希望
の有る既婚者は夜勤と土日の休みがなくなること
を嫌う傾向が強いことがわかった。そして、復職
希望の有る人々のうち、かつての職場での満足度
が高い人々は夜勤をより好まないことがわかった。
　 選 択 型 実 験 法 は、 仮 想 評 価 法（Contingent�
Valuation�Method）で観察される回答者が質問
者に喜ばれるような回答を行う追従バイアスを避
ける効果があるとされている。この手法を用いた
先行研究としては、例えば、医師の職業選択の研
究１）や研修医を対象とした職業選択の研究2,�３）、イ
ギリスの常勤医師を対象とした職業選択の研究４）、
オーストラリアの研修医を対象とした職業選択の

研究５）、タンザニアの公衆衛生員になる学生を対
象とした職業選択の研究６）、エチオピアの保健婦
を対象とした職業選択の研究７）、マラウィの現職
看護職員を対象とした職業選択の研究８）がある。
しかし、看護職員に関しては、心理尺度を用いた
現職看護職の職務満足度９－14）や看護学生の職業
意識の研究に重点が置かれており、表明選好法を
用いた研究は少ない。先駆的な研究としては、緒
方ら（2008）15）が順序型コンジョイント分析を
用いて、訪問看護ステーションの看護職員の職業
選択の優先度を調査し、勤務体系の柔軟性、責任
範囲や組織的バックアップ体制の環境整備、高度
な教育・研究機会の付与が重要視されることを示
した。しかし、離職した看護職員を対象とし、現
場に復職するために望まれる職場環境を調査した
研究は我々の知る限り無い。
　本稿の残りの構成は次の通りである。２節では
調査デザインと推定モデルを説明する。３節では
分析の結果を示し、４節ではまとめと考察につい
て述べる。

２．調査デザインと推定モデル

（１）調査デザインとサンプリング
　データのサンプリングは、株）クロスマーケテ
ィングのWEBモニターとして登録されている看
護師免許保有者を対象にWEB上のアンケートか
ら収集した。
　アンケート注４）では、まず、性別、年齢、居住
地、職業、看護師免許の有無を質問するスクリー
ニングを実施した。本研究では、この回答者のう
ち、職業として専門職（医師等の医療関連の専門
職）を選び、看護師免許をもち、かつ、看護職員
の常勤職、非常勤職、アルバイトを選んだ人を

「現職グループ」と定義する。一方、職業は上記
の専門職以外を選び、かつ、看護師免許を保有し
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ている人は「離職グループ」と定義する。さら
に、離職グループは、スクリーニング後の看護職
へ復職を希望するか否かに関する質問で、復職を
希望する人を「復職希望有りグループ」、復職を
希望しない人を「復職希望無しグループ」とそれ
ぞれ定義する。現職グループと離職グループはス
クリーニングに引き続き、以下の３つの調査項目
に回答する。
　１つ目は、看護職歴に関わる質問である。どの
グループも、共通の質問項目として勤続年数、卒
業教育機関、専門職の取得意識、職場や働き方で
重要視する項目、看護職員の仕事への満足度、復
職（転職）を希望する際の時給について回答し
た。さらに、現職グループには、追加で、現職を
続ける理由を尋ねた。また、離職グループには、
追加で、離職期間、復職しない理由、復職希望の
有無を尋ねた。
　２つ目は、選択型実験を用いた仮想的な病院選
択である。どのグループも同じ内容である。この
実験における選択肢は、施設Aと施設Bの２つで
ある。選択肢である病院は、施設主体（民間か公
立か）、病床数、勤務体系（日勤のみか日・夜勤
か）、給与（時給）、入院基本料の区分、土日の休
み、通勤時間の７つの属性情報から構成される。
表１は各属性のレベルを示している。属性の種類
と各レベルより、972（=35×22）通りのチョイス
セットの作成が可能となる。このすべてのチョイ
スセットを回答してもらうことは困難であるた
め、本研究ではDesign�Expert（version� ７）の
D-optimal�designを用い注５）、チョイスセット数
を32個へ縮小させ、さらにこれを２ブロックに分
け、回答者一人当たりのチョイスセット数を16セ
ットと設定した。図１はチョイスセットの一例で
ある。
　３つ目は、家族に関わる質問として、家族の人
数、家族の収入、結婚の有無、末っ子の年齢に関

して尋ねた。
　アンケートは2011年６月１日から配信され、同
年６月20日を回収締切日とした。獲得したデータ
数は合計1281サンプルであり、その内訳は、現職
グループが665サンプル、復職希望有りグループ
が395サンプル、復職希望無しグループが221サン
プルである。回答者への謝礼は現金や電子マネー
に交換できるECナビポイントで、これは調査会
社から回答者に支払われた。本調査の個人属性
は、表２の通りである。

（２）推定モデル
　本調査で用いる選択型実験法の推定モデルは、
ランダムパラメータロジット（RPL）モデルであ
る。選択型実験法は、回答者の効用関数をランダ
ム効用関数であると仮定する。ランダム効用関数
は、意思決定者は与えられた選択肢集合の中から
選び出したある選択肢によって効用を最大化する
と仮定する。ある個人は選んだ選択肢による効用

属性 レベル
設置主体 公立（１）、私立（０）
病床数 50床、150床、250床
勤務体系 日勤、夜勤、日・夜勤の両方
給与（時給） 1,600円、1,900円、2,200円
入院基本料の区分 ７対１（７）、10対１（10）、13対１（13）
土日の休み 両方あり（１）�、一方のみ（０）�
通勤時間 30分、60分、90分

表１　選択型実験法に用いられた属性とそのレベル

注）
１）�設置主体、入院基本料の区分、土日休みの各レベルは、括弧内

の数字を用いて推定した。勤務体系は、日勤から夜勤に変わる、
日勤から日・夜勤の両方に変わる、としたダミー変数で推定した。

施設 A B
設置主体
病床数
勤務体系
給与（時給）
入院基本料の区分
土日の休み
通勤時間�
□の中に一番望ましい施設を
一つ選んで してください □ □

図１　チョイスセットの見本
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（U）を直接観察することはできない。しかし、
その効用は、直接観察できる要素（V�）と観察で
きないランダムエラー要素（ε）から構成される
と仮定する。これにより、個人qの選択iに対する
効用はUiq＝Viq＋εiqと表すことができる。そし
て、個人�q�が選択肢�j�からなる選択肢集合�J�から選
択肢�iを選択する確率は（１）式のように表すこ
とができる。

Piq＝P（Uiq＞Ujq；for all j（≠i）∈�J）

　�＝P（εjq<εiq＋Viq－Vjq；for all j（≠i）∈�J）�

� （１）

　ランダム効用関数を選択型実験法で利用可能に
するために、ここではランダムエラー要素の同時
分布に関して、ランダムエラー要素は第一種極値
分布に従い、かつ、どの選択肢に対しても誤差は
独立で、同じ分布であると仮定する。（１）式の
推定は、各選択肢を選択する確率に他の選択肢の
存在は全く影響しないという条件（the�independence�
of� irrelevant�alternatives�property）を必要とせ
ず、回答者によって異なる選好を持つと仮定でき
る、RPLモデル16,�17）を用いる。
　RPLモデルによる効用関数は、個人�q�がチョイ
スセット�t�において選択肢�i�を選ぶことで得られ
るため、Uiqt＝Viqt＋εiqt＝βq′Xiqt＋εiqtと表される。

定義 女性 男性
全体 現職 復職希望あり 復職希望なし 全体

個人属性と家族情報

年齢

14歳未満=１；15－19歳未満＝２；20－24歳
未満=３；25－29歳未満=４；�30－34歳未満
=５；35－39歳未満=６；40－44歳未満＝７；
45－49歳未満＝８；50－54歳未満＝９；55－
59歳未満＝10；60－64歳未満＝11；65－69歳
未満＝12；70歳以上＝13

6.417
（1.968）

6.203
（1.783）

6.272
（1.800）

7.308
（2.471）

6.117
（1.591）

家族構成 １人＝１；２人＝２；３人＝３；４人＝４；
５人以上＝５

2.874
（1.317）

2.573
（1.352）

3.317
（1.148）

2.934
（1.269）

3.1913
（1.274）

同居のご家族全体の去
年 １ 年 間 の 所 得（ 税
込、ボーナス含む）

200万 円 未 満=１；200－400万 円 未 満=２；
400－600万円未満=３；600－800万円未満＝
４；800万円以上=５

3.468
（1.142）

3.500
（1.117）

3.476
（1.139）

3.374
（1.215）

3.628
（1.120）

結婚 既婚＝１；未婚＝２ 1.359
（0.480）

1.520
（0.500）

1.160
（0.366）

1.258
（0.438）

1.309
（0.462）

一番下のお子様の年齢 ３歳未満＝１；３－７歳未満＝２；７－11歳
未満＝３；11歳以上＝４；子供はいない＝５

3.559
（1.543）

4.006
（1.379）

2.861
（1.588）

3.549
（1.424）

3.319
（1.619）

学歴（最新の看護師免
許を取得した教育機
関）

高等学校衛生看護科＝１；准看護師養成所＝
２；短大・専門学校２年＝３；短大・専門学
校３年＝４；４年制大学＝５

4.011
（1.470）

4.013
（1.400）

4.050
（1.484）

3.934
（1.630）

3.936
（1.536）

看護職歴

勤続年数
１年未満＝１；１－５年未満＝２；５－10年
未満＝３；10－15年未満＝４；15－20年未満
＝５；20年以上＝６

3.806
（1.463）

4.160
（1.386）

3.435
（1.356）

3.462
（1.613）

3.585
（1.469）

離職年数 １年未満＝１；１－２年未満＝２；２－３年
未満＝３；３－４年未満＝４；５年以上＝５

3.044
（1.772） － 2.698

（1.717）
3.687

（1.690）
2.577

（1.781）

満足度 不満＝１；満足＝10 5.937
（2.013）

6.158
（1.900）

6.056
（1.886）

5.071
（2.311）

5.468
（2.182）

希望時給額（円） 1,000円から3,000円までの100円刻み 1913.420
（495.718）

2010.170
（463.451）

1729.290
（429.827）

1973.08
（596.276）

2144.68
（548.322）

No.�of�respondents 1051 531 338 182 94

表２　個人属性・家族情報・看護職歴等

注）
１）（　）内は標準偏差を示す。
２）離職グループの勤続年数は給与期間を意味する。
３）�希望時給額において、現職グループは、常勤の看護職として現在の病院から他の病院に転職しようとする額を、離職グループは常勤の看護職

に復職しようとする額をそれぞれ意味している。
４）男性のサンプル数は少ないため、全体の結果のみを示す。
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パラメーターβq′の確率密度関数は、選好の分布
を構成する真のパラメーターからなるベクトルθ
を条件とすると�f�（β/θ）と表すことができる。
個人�q�がチョイスセット�t�において選択肢�i�を選ぶ
条件付確率は（２）式のように表すことができ
る。

Piqt（βq′）＝　　　　　　　�,

� （２）

　パラメーターβq′を条件とした場合に観察され
る一連の選択確率は（３）式のように表される。

Sq（βq′）＝　　Pqi（q, t）t�（βq′）,

� （３）

　i（q,� t）は個人�q�がチョイスセット�t�において選
択肢�i�を選ぶことを意味している。個人�q�がチョ
イスセット�t�において選択肢�i�を選ぶ、条件付で
はない確率は、全ての変数β′に対して（３）式
の条件付確率を積分した、（４）式のようになる。

Pq（θ）＝��Sq（β）�f�（β/θ）dβ.

� （４）

　この確率を用いる上で、確率密度関数��f�（β/θ）
は、平均�b�、共分散W�の正規分布β～N（b,�W�）や
対数正規分布�lnβ～N（b,�W�）を仮定されること
が一般的である。本調査では、正規分布を仮定する。
　以上の議論をもとに、RPLモデルを用いて、選
択型実験法の属性からなるメインエフェクトのモ
デル１とメインエフェクトに個人属性や看護職歴
の質問を加えたモデル２と３をそれぞれ推定す
る。２つのモデルの間接効用関数は（５）、（６）、

（７）式のように表される。

expβq′Xjqt

　��exp（βq′Xjqt）Σ��Σ��J

j�=1

П　　PП　　P
T

t=1

∫（θ）＝��∫（θ）＝��

モデル１：

Viq＝β1�Syutaii＋β2�Byousyousui＋β3�Kinmu_

Yakini＋β4Kinmu_NiYakini＋β5�Jikyui＋

β6�Kanjasui＋β7�Donitii＋β8�Tsukini

� （５）

モデル２：

Viq＝β1�Syutaii＋β2�Byousyousui＋β3�Kinmu_

Yakini＋β4�Kinmu_NiYakini＋β5�Jikyui＋

β6�Kanjasui＋β7�Donitii＋β8�Tsukini

＋　�　�δkmRAttributeim×Sociokq

� （６）

モデル３：

Viq＝β1�Syutaii＋β2�Byousyousui＋β3�Kinmu_

Yakini＋β4�Kinmu_NiYakini＋β5�Jikyui＋

β6�Kanjasui＋β7�Donitii＋β8�Tsukini

＋　�　�φlmRAttributeim×Kangolq

� （７）

　変数�Syutaii�は施設�i�の設置主体が公立の場合を
１とするダミー変数、Byousyousui�は施設�i�の病
床数レベルである。勤務体系は日勤をベースとし
て、夜勤、日・夜勤を別の変数として考えるため、
Kinmu_Yakini�を施設�i�の勤務体系のうち夜勤の

Σ　�Σ　�
K

k=1
Σ　�Σ　�

8

m=1

Σ　�Σ　�
L

l=1
Σ　�Σ　�

8

m=1
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場合を１とするダミー変数、Kinmu_NiYakini��
を施設�i�の勤務体系のうち日・夜勤の場合を１と
するダミー変数とする。Jikyui�は施設�i�の給与レ
ベル、Kanjasuiは施設�i�の入院基本料の区分レベ
ル、Donitii�は施設�i�の土日休みが両日の場合を１
とするダミー変数、Tsukiniは施設�i�の通勤時間レ
ベルとする。そして、RAttributeimは�Jikyui�以外
の施設�i�の８属性を示している。RAttributeim×
Sociokq�は�Jikyui�以外の施設�i�の８属性と個人qの個
人属性kの変数からなる交差効果を示している。
RAttributeim×Kangolqは�Jikyui�以外の施設�i�の８属
性と個人qの看護職歴に関わる質問lの変数からな
る交差効果を示している。β1�、β2�、β3�、β4�、
β5�、β6�、β7�、β8�、δkm、φlm�は推定パラメー
ターを示している。

３．結果
　本研究サンプルは、女性が1051人（全体の92
％）である一方で、男性は94人（全体の８％）と
少ない。これらのサンプルをまとめられるかをモ
デ ル １ のRPLモ デ ル の 推 定 結 果 に よ るlog�
likelihood値を用いたLRテストしたところ、男女
に有意な差が認められた（カイ２乗（２）＝
109.968、p=0.000）。しかし、男性サンプルのモ
デル１のメインエフェクトは全ての属性において
統計的に有意性を認められなかったため、本研究
では女性サンプルのみを用いた分析を行う。

（１）�看護職歴に関わる質問から得られた復職
要因の分析

　ここでは、スクリーニング後の本調査における
１つ目の看護職歴に関わる質問の結果のうち重要
となる３項目について記述する。１つ目は、看護
職の継続理由と復職しない理由である。まず、現
職グループの看護職を継続している理由の結果に
ついて説明する。全体の約33％の人が待遇面の良

さを、約30％の人が看護職への誇りを、そして約
16％の人が専門性の向上を重視していた。よっ
て、現職グループの半数以上の人は、看護職とい
う職業への満足度を持つことから看護職を継続し
ていることがわかった。次に、離職グループの復
職しない理由について比較する。復職希望有りグ
ループは、全体の約66％の人が結婚や出産および
介護など家庭の事情を、約11％の人が回答者自身
の健康問題を、約６％の人が他職の仕事への魅力
を感じるようになったことを選んだ。一方、復職
希望無しグループは全体の約48％の人が結婚や出
産および介護など家庭の事情を、約19％の人が回
答者自身の健康問題を復職しない理由に選んだ。
さらに、約20％の人が看護職以外の仕事への魅力
を感じるようになったことを選んだ。
　２つ目は看護職への満足度の平均である。10段
階評価で、現職グループが6.16、復職希望有りグ
ループが6.06、復職希望無しグループが5.07とな
り、復職希望無しグループが最も低い値を示した

（Tukeyテストにおいて１％水準で有意）。復職希
望有りグループは希望無しグループに比べて高い
満足度を示している。
　３つ目は復職（転職）に対する希望時給額の平
均である。現職グループが2010円、復職希望有り
グループが1729円、復職希望無しグループが1973
円となり、復職希望有りグループが最も低い値を
示した（Tukeyテストにおいて１％水準で有意）。
これは復職希望有りグループが時給は低くても、
現場に復職したいことを示している。
　これ以外でも、復職希望有りグループと復職希
望無しグループでは勤続年数はほとんど同じだ
が、復職希望有りグループの方が離職期間が短
く、末っ子の年齢も復職希望有りグループの方が
復職希望無しグループよりも低いことがわかった

（いずれもTukeyテストにおいて１％水準で有
意）。これは復職希望有りグループが離職して間
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もなく、それが子供や家庭の事情によって復職で
きないことと整合的である。
　以上をまとめると、復職希望無しグループは他
のグループに比べて、看護職への満足度が低かっ
たことが復職を阻害している要因と考えられる。
これは、20％の人が他職への魅力を感じているこ
とと整合的である。また、魅力を感じないがゆえ
に、高い賃金でないと復職をしたいと思っていな
いことが希望時給額の高さにも表れている。一方
で、復職を希望するグループのほとんどが、家庭
の都合で復職が困難であるが、看護職への満足度
が高く、また、希望時給額が最も低いことから、
可能ならば現場に復職したいと考えていることが
わかる。看護職員不足解消においては、彼女たち
の職場選好をいかに反映するかが重要な鍵となる
ことが、この結果から推測される。

（２）メインエフェクトの推定結果
　RPLモデルの推定はLIMDEP�9.0・NLOGIT�4.0
を用いて、βq′の抽出回数を500としたハルトン・
シークエンス法で行われた。説明変数の中で、給
与（時給）変数はどの回答者も高いほうが望まし
く、低いほうは望ましくないという選好の同質性
を仮定可能であると考えられるため、固定パラメ
ーターとする。一方、他の変数に対する回答者の
選好の同質性は必ずしも妥当ではないため、これ
らをランダムパラメーターとする。
　まず、現職、復職希望有り、復職希望無しの３
つのグループに統計的に分ける事ができるかを、
各グループの効用が等しいかどうかという帰無仮
説のもとでLRテスト18）を実施した。ここで用い
るlog� likelihood値はモデル１の推定結果を使う。
LRテストの結果、各グループの効用は等しいと
いう仮説は棄却された（カイ２乗（３）＝194.10、
p＝0.000）。よって、これ以降は、各グループの
分析結果について、特に看護職員不足解消に効果

的な復職希望有りグループに着目して検証する。
　表３はRPLモデルによるモデル１のメインエフ
ェクトの推定結果である。全てのグループにおい
て、日勤から夜勤への変化および日勤から日・夜
勤への変化、入院基本料の区分、通勤時間は負の
値で有意となった。一方、設置主体の民間から公
立への変化、給与（時給）、土日の休みは正の値
で有意となった。これらの結果は、より良い労働
環境をどの主体も求めていることを表している。
病床数に関しては、現職グループのみが負で有意
となり、現職グループは病院の規模も職場選択時の
重要な項目として考慮していることがわかった。
　次に、これらの結果をグループ間で比較するた
めに、各属性に対する支払意志額を計算した。表
４はLIMDEP�9.0�NLOGIT�4.0のWaldコマンドを
用いたdelta�methodより推定した各グループの平
均支払意志額および第一四分位点と第三四分位点
の95％信頼区間である。
　設置主体に着目すると、復帰希望有りグループ
は現職グループに比べて、設置主体が公立に変わ
ることを重視していない。勤務体系に着目する
と、復帰希望有りグループは日勤から夜勤のみに
変わることに対する支払意志額が1000円を超え、
他のグループに比べて突出して高く、また、日・
夜勤になることへの支払意志額も現職の36円に比
べて、415円と高く、これらの選好が負であるこ
とを考慮すると、復職希望有りグループは他のグ
ループに比べて夜勤を非常に嫌う傾向にあること
がわかる。
　また、復職希望有りグループは土日の休みにつ
いて438円の支払意志額を保有しており、これは
現職と復職希望無しグループを上回り、彼女たち
が土日の両日とも休みになることに他のグループ
よりも重点を置いていることがわかる。つまり、
夜勤を避けて、できるだけ日勤勤務が可能で土日
が両日休みとなりやすい職場環境の実現が復職希
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望有りグループの復職においては最重要課題と考
えられる。
　この傾向は、現職と復職希望無しグループを比
較したときにも見られ、復職希望無しグループ
も、現職と比較して、上記項目について高い支払
意志額を示している。一方で、昨今注目されてい

る入院基本料の区分や通勤時間については、現職
グループの方が離職グループよりも重要視してい
ることがわかった。

（３）個人属性と家族情報を含めた推定結果
　ここでは、モデル１のメインエフェクト結果に

説明変数 係数値 標準偏差

全体 現職 復職希望
有り

復職希望
無し 全体 現職 復職希望

有り
復職希望

無し

設置主体a） 0.619***
（0.088）

1.347***
（0.240）

0.411***
（0.105）

0.505**
（0.237）

0.014
（0.274）

2.753***
（0.614）

0.024
（0.303）

0.014
（0.478）

病床数 －0.002***
（0.000）

－0.003***
（0.001）

－0.000
（0.001）

－0.001
（0.001）

0.002
（0.003）

0.000
（0.004）

0.009***
（0.003）

0.008
（0.008）

日勤から夜勤に変わるa） －2.458***
（0.255）

－2.800***
（0.407）

－3.197***
（0.563）

－2.780**
（1.184）

3.329***
（0.438）

0.039
（0.537）

4.363***
（0.852）

5.233**
（2.307）

日勤から日・夜勤に変わるa） －0.680***
（0.085）

－0.271**
（0.136）

－1.165***
（0.194）

－0.956***
（0.359）

2.580***
（0.329）

3.317***
（0.658）

2.885***
（0.547）

2.774**
（1.334）

給与（時給） 0.004***
（0.000）

0.00741***
（0.001）

0.003***
（0.000）

0.004***
（0.001） － － － －

入院基本料の区分 －0.136***
（0.023）

－0.377***
（0.068）

－0.070***
（0.021）

－0.070**
（0.031）

0.563***
（0.124）

1.401***
（0.251）

0.055
（0.195）

0.245
（0.244）

土日の休みa） 1.313***
（0.140）

2.056***
（0.316）

1.231***
（0.198）

1.253**
（0.568）

0.067
（0.352）

0.030
（0.354）

0.035
（0.417）

0.190
（0.919）

通勤時間 －0.067***
（0.008）

－0.141***
（0.021）

－0.048***
（0.007）

－0.055**
（0.022）

0.043***
（0.009）

0.113***
（0.021）

0.010
（0.019）

0.023
（0.028）

Log�likelihood －9135.026 －4453.802 －2963.709 －1620.465
McFadden’s�R２ 0.216 0.244 0.209 0.197
Observation 16816 8496 5408 2912
No.�of�respondents 1051 531 338 182

表３　Random Parameter logitのメインエフェクトの推定結果

注）
１）�（　）内は標準誤差を示す。***、**�と�*�は有意水準１％、５％、10％のそれぞれで、係数値が０とは異なることを示す。
２）a）　の変数はダミー変数である。

属性 全体 現職 復職希望
有り

復職希望
無し

設置主体a） 156.52
（128.19－184.89）

181.61
（146.37－216.86）

146.48
（86－206.96）

142.25
（72.04－212.45）

病床数 0.4
（0.21－0.58）

0.37
（0.14－0.6） － －

日勤から夜勤に変わるa） 621.04
（547.22－694.86）

377.61
（337.41－417.81）

1139.38
（869.16－1409.6）

788.98
（525.33－1052.63）

日勤から日・夜勤に変わるa） 171.82
（136.14－207.5）

36.49
（1.16－71.83）

415.22
（307.72－522.71）

269.3
（163.35－375.25）

入院基本料の区分 34.41
（25.28－43.54）

50.81
（39.63－62）

24.88
（10.92－38.84）

19.68
（2.34－37.01）

土日の休みa） 331.7
（300.43－362.98）

277.32
（239.53－315.11）

438.84
（357.43－520.26）

353.15
（243.15－463.13）

通勤時間 16.94
（15.44－18.44）

19.05
（17.25－20.85）

17.16
（14.75－19.56）

15.57
（12.21－18.92）

表４　平均支払意志額（円）

注）
１）�（　）内は第一四分位点と第三四分位点の95％信頼区間を示す。これは、LIMDEP�9.0�NLOGIT�4.0の

Waldコマンドを用いたdelta�methodより推定している。
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説明変数
係数値 標準偏差

現職 復職希望
あり

復職希望
なし 現職 復職希望

あり
復職希望

なし

設置主体 1.403***
（0.276）

0.583***
（0.146）

3.322***
（0.373）

2.852***
（0.689）

0.001
（0.316）

0.178
（1.318）

病床数 －0.002
（0.001）

－0.003*
（0.002）

－0.002
（0.004）

0.002
（0.004）

0.010***
（0.003）

0.041***
（0.012）

日勤から夜勤に変わる －2.072***
（0.580）

－6.580***
（1.334）

－19.519***
（2.848）

0.048
（0.561）

5.135***
（1.039）

33.943***
（3.110）

日勤から日・夜勤に変わる 0.441
（0.600）

－2.416***
（0.759）

－6.984***
（1.609）

3.574***
（0.744）

3.224***
（0.670）

17.747***
（1.738）

給与（時給） 0.009***
（0.001）

0.003***
（0.001）

0.028***
（0.001） － － －

入院基本料の区分 －0.558***
（0.128）

－0.113**
（0.048）

－0.393**
（0.189）

1.404***
（0.286）

0.080
（0.175）

1.612***
（0.271）

土日の休み 0.818**
（0.366）

0.768**
（0.335）

12.031***
（0.958）

0.052
（0.400）

0.070
（0.449）

6.733***
（2.045）

通勤時間 －0.116***
（0.023）

－0.057***
（0.014）

－0.194***
（0.028）

0.115***
（0.022）

0.015
（0.018）

0.269***
（0.024）

設置主体×３－７歳未満 －0.128
（0.359）

－0.337**
（0.170）

－2.196***
（0.602） － － －

病床数×既婚者 －0.002
（0.002）

0.005***
（0.002）

－0.000
（0.004） － － －

病床数×７歳以上 －0.000
（0.002）

－0.003***
（0.001）

－0.013***
（0.004） － － －

日勤から夜勤に変わる×年齢 －0.123*
（0.072）

0.437***
（0.122）

0.304
（0.201） － － －

日勤から夜勤に変わる×３歳未満 －0.962*
（0.537）

1.035**
（0.510）

－12.445***
（2.244） － － －

日勤から日・夜勤に変わる×年齢 －0.167*
（0.083）

0.146*
（0.081）

－0.032
（0.153） － － －

日勤から日・夜勤に変わる×所得 0.134
（0.137）

0.289**
（0.129）

1.336***
（0.284） － － －

日勤から日・夜勤に変わる×既婚者 －0.253
（0.304）

－0.952***
（0.397）

－3.613***
（0.820） － － －

給与（時給）×既婚者 －0.002**
（0.001）

0.001
（0.001）

－0.011***
（0.002） － － －

給与（時給）×３－７歳未満 －0.002*
（0.001）

－0.002***
（0.001）

0.005***
（0.002） － － －

入院基本料の区分×７歳以上 0.013
（0.087）

0.100**
（0.047）

－0.111
（0.150） － － －

入院基本料の区分×高校・養成所卒 0.226**
（0.108）

0.007
（0.049）

0.121
（0.153） － － －

土日の休み×所得 0.361***
（0.119）

0.188**
（0.079）

0.132
（0.235） － － －

土日の休み×既婚者 0.066
（0.249）

－0.074
（0.242）

－6.153***
（0.654） － － －

通勤時間×年齢 －0.006**
（0.002）

0.001
（0.001）

－0.009***
（0.003） － － －

通勤時間×既婚者 －0.003
（0.008）

－0.013**
（0.007）

0.050***
（0.015） － － －

通勤時間×３－７歳未満 0.031**
（0.014）

0.011**
（0.006）

－0.062***
（0.018） － － －

通勤時間×高校・養成所卒 0.007
（0.010）

0.010**
（0.005）

－0.142***
（0.015） － － －

Log�likelihood －4422.265 －2919.689 －1597.568
McFadden’s�R２ 0.249 0.221 0.209
Observation 8496 5408 2912
No.�of�respondents 531 338 182

表５　Random Parameter logitの個人属性と家族情報を含めた推定結果

注）
１）（　）内は標準誤差を示す。***、**�と�*�は有意水準１％、５％、10％のそれぞれで、係数値が０であるという帰無仮説を棄却することを示す。
２）最新の免許取得学校が高校・養成所に対するbaselineは、短大・専門学校、大学である。
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スクリーニングで質問した個人属性と本調査で質
問した家族情報を追加して、その推定結果から、
看護師免許保有者の職場選択に対する選好を再考
する。表５はメインエフェクトおよび有意な結果
を示した個人属性および家族情報との交差効果を
まとめたものである。表５と表４のMcFadden’s�R2
を比較すると表５の方が高く、個人属性と家族情報
を含めたモデルの説明力の方が高いことがわかる。
　表５においても各グループのメインエフェクト
への選好を示すパラメーターの正と負の符号や桁
数に表４からの変化はみられず、メインエフェク
トは表４と整合的な結果となり、ここでもどのグ
ループの人もより良い職場環境を望んでいること
が示された。ただし、現職グループの病床数と日
勤から日・夜勤への変化が有意な結果とならなく
なった。
　復職希望有りグループでは、表４の結果におい
ては、日勤のみの勤務体系と土日両日の休みの確
保が重要であった。そこで、この２つに着目し
て、交差効果の影響を検証する。特筆すべきは既
婚者の交差効果である。日勤から日・夜勤に変わ
る×既婚者が負で有意なことから、既婚者はより
夜勤を嫌う傾向があることがわかる。しかし、土
日の休みについては、土日の休み×既婚者は負の
値を示したが有意ではなかったため、既婚者が土
日の休みを重視するとは言い切れない。一方で、
通勤時間×既婚者が負で有意なため、既婚者はよ
り短い通勤時間を好む傾向がある。このことか
ら、復職希望有りグループの既婚者は土日の休み
よりも、平日の仕事の負担を減らしたいと考える
傾向が読み取れる。また、設置主体については３
－７歳の子供が居る人の方が民間を希望する傾向
にある。これは民間の方が託児施設などが充実し
ていることを考慮してのことかもしれない。一方
で、年齢や所得と日勤から日・夜勤に変わること
の交差効果は正で有意なため、年齢や所得の高い

人は夜勤を厭わなくなる傾向が読み取れる。給与
に関しては、既婚者に特別な傾向は見られなかっ
たが、３－７歳未満の子供がいる人たちの方が小
さい値を示した。小学校に上がる前の段階で、給
与は低くとも仕事に復職できることを優先したの
かもしれない。
　復職希望無しグループに関しては、特筆すべき
は、日勤から夜勤に変わる×３歳未満が－12.45
と高い負の値を示し、有意であることから、復職
希望有りグループと違い、このグループの小さい
子供がいる人たちは夜勤を非常に嫌う傾向が読み
取れる。また、日勤から日・夜勤に変わる×既婚
者も負で有意な値を示していることから、復職希
望無しグループの既婚者はより日・夜勤を嫌う傾
向がわかる。また、土日の休みと既婚者の交差項
も非常に高い負の値を示し、有意であることか
ら、このグループの既婚者は土日の休みがとれな
いことを非常に嫌う傾向がわかる。一方、通勤時
間は既婚者は正で有意であり、３－７歳未満の子
供がいる人では負で有意である。このグループで
は小さい子供がいる場合には近い職場を選ぶ傾向
にあることがわかった。
　現職グループに関しては個人属性および家族情
報に関して有意になった項目が、他のグループよ
り少ない傾向がある。これは現場に勤めている人
にとっては、これらの項目があまり影響を与えて
いないことを示している。特筆すべきは、土日の
休み×所得が正の高い値で、有意なことから、家
族の所得の高い人は現職であっても土日は休みた
いと考える傾向があることがわかった。所得が十
分な現職は、土日には休むインセンティブがある
のだろう。
　以上の結果をまとめると、復職希望有りグルー
プの既婚者は未婚者よりも夜勤と土日の休みがな
くなることを嫌う傾向が強いことがわかった。一
方で、復職希望無しグループでも既婚者と末っ子
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の年齢が低い人ほど夜勤を嫌う傾向がわかった。
これに対して、現職グループの個人属性と家族情
報は大きな影響を与えないことがわかった。復職
希望有りグループの現場復帰においては、特に既
婚者が家族との時間を大切にできるよう、夜勤を
避け、土日の休みを確保するといった施策が十分
に取られる必要が示された。

（４）看護職歴に関する質問を含めた推定結果
　ここでは、看護職の経歴や満足度および復職

（転職）時の希望時給額を用いて、看護師免許保
有者の職場選択に対する選好を再考する。表６は
これらの質問結果を加えたモデル３の推定結果で
ある。表６はメインエフェクトおよび有意な結果
を示した質問項目との交差効果をまとめたもので
ある。表６と表４のMcFadden’s�R2を比較する
と個人属性と家族情報を加えた表５と同じく、表
６の方が高い値を示した。これは、看護職歴に関
する質問を含めたモデルの説明力の方が高いこと
を示している。
　しかし、表４と比べて、表６では各グループの
メインエフェクトへの選好を示すパラメーターの
有意性などが変化した。特筆すべきは、入院基本
料の区分がどのグループでも有意とならなくなっ
た。さらに、離職グループでは給与（時給）が有
意とならなくなった。また、現職グループでは表
５と同じように、日勤から日・夜勤に変わる事が
現職で有意とならなくなった。しかし、それ以外
の属性の傾向は同じであり、基本的にはより良い
労働環境を選好する傾向がどのグループにおいて
も維持されている。また、表５と異なり、表６で
は有意になった項目の値が０に近く、交差効果が
大きな値を示してはいない傾向が読み取れる。
　復職希望有りグループで特筆すべきは、日勤か
ら夜勤に変わる×満足度が負で有意な値を示して
いることである。かつての職場での満足度が高か

った人々は夜勤を好まない傾向が読み取れる。こ
の傾向は現職グループにも見られる。さらに、現
職グループでは、日勤から日・夜勤に変わる×勤
続年数が負で有意なことから、勤続年数が高い人
ほど、夜勤を好まない傾向にある。これは表５に
おいて、年齢が高い現職グループが夜勤や日・夜
勤を好まない傾向を統計的に弱いながらに示した
ことと整合的である。高齢になるほど夜勤の負担
を厳しいと感じるのだろう。
　この一方で、復職希望無しグループにおいて、
入院基本料の区分×満足度が負で有意であること
から、かつての職場に満足していた人々は入院基
本料の区分が上がることを好ましく思わず、土日
の休み×勤続年数が正で有意であることから、勤
続年数が高いほど土日の休みが多いことを好む傾
向がわかった。
　表３で有意な差が見られた希望時給額である
が、どのグループにおいても、希望時給額の違い
は属性の選好に大きな影響を与えていなかった。
これは、実際の病院選択においては、給与以外の
様々な面が複合的に影響しており、看護現場にお
いては必ずしも給与のみで職場選択がなされない
ことを示していると考えられる。
　以上の結果をまとめると、看護職員に関わる調
査で尋ねた勤続年数、卒業教育機関、専門職の取
得意識、職場や働き方で重要視する項目、看護職
員の仕事への満足度、復職（転職）を希望する際
の希望時給額は、属性の選好に大きな影響を与え
ず、これらの違いが選好の違いに反映されること
は稀であった。表５と表６を比較する限り、表６
で含まれた看護現場における上記項目よりも、表
５で含まれた個人の属性や家族の情報を考慮した
職場環境を整えることが重要であると考えられ
る。しかし、復職希望有りグループのうち、かつ
ての職場での満足度が高い人々が夜勤を好まない
ことは、彼女たちの満足度を現場復帰後も維持す
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４．まとめと考察

　本研究は、看護職員不足を緩和し、安全・安心

る上では夜勤を避けた勤務体系の設計が重要であ
ることを示唆している。

説明変数
係数値 　　　標準偏差

現職 復職希望
あり

復職希望
なし 現職 復職希望

あり
復職希望

なし

設置主体 1.456***
（0.319）

0.420***
（0.107）

0.496***
（0.189）

2.993***
（0.779）

0.011
（0.305）

0.004
（0.451）

病床数 －0.003***
（0.001）

0.000
（0.001）

－0.001
（0.001）

0.003
（0.005）

0.009***
（0.003）

0.006
（0.007）

日勤から夜勤に変わる －2.005**
（0.814）

－4.608***
（1.123）

－2.623**
（1.231）

0.126
（0.891）

4.688***
（0.907）

4.962***
（1.741）

日勤から日・夜勤に変わる 0.897
（0.722）

－3.497***
（0.752）

－0.910
（0.669）

3.462***
（0.801）

2.808***
（0.557）

2.627***
（0.959）

給与（時給） 0.005***
（0.002）

0.000
（0.001）

0.001
（0.001） － － －

入院基本料の区分 －0.211
（0.204）

0.030
（0.098）

0.155
（0.126）

1.252***
（0.263）

0.029
（0.147）

0.016
（0.235）

土日の休み 1.809***
（0.555）

0.918**
（0.416）

0.662
（0.513）

0.168
（0.503）

0.042
（0.419）

0.097
（0.703）

通勤時間 －0.128***
（0.028）

－0.038***
（0.009）

－0.027**
（0.011）

0.125***
（0.031）

0.013
（0.020）

0.024
（0.021）

日勤から夜勤に変わる×勤続年数 0.172*
（0.096）

0.187
（0.120）

－0.240
（0.164） － － －

日勤から夜勤に変わる×満足度 －0.195**
（0.077）

－0.290***
（0.091）

0.213*
（0.117） － － －

日勤から夜勤に変わる×希望時給額 0.000*
（0.000）

0.001***
（0.000）

－0.000
（0.000） － － －

日勤から日・夜勤に変わる×勤続年数 －0.251**
（0.108）

0.082
（0.093）

－0.134
（0.109） － － －

日勤から日・夜勤に変わる×希望時給額 －0.000
（0.000）

0.001***
（0.000）

0.000
（0.000） － － －

給与（時給）×希望時給額 0.000**
（0.000）

0.000***
（0.000）

0.000**
（0.000） － － －

入院基本料の区分×満足度 0.005
（0.019）

0.015
（0.010）

－0.032**
（0.015） － － －

入院基本料の区分×希望時給額 －0.000
（0.000）

－0.000**
（0.000）

0.000
（0.000） － － －

土日の休み×勤続年数 0.090
（0.083）

0.067
（0.064）

0.177**
（0.082） － － －

土日の休み×満足度 －0.015
（0.058）

－0.015
（0.043）

－0.102*
（0.058） － － －

土日の休み×離職期間 － 0.077
（0.052）

0.129*
（0.068） － － －

通勤時間×勤続年数 －0.005*
（0.003）

－0.002
（0.001）

－0.004*
（0.002） － － －

通勤時間×離職期間 － －0.001
（0.001）

－0.004**
（0.002） － － －

Log�likelihood －4445.001 －2929.148 －1599.929
McFadden’s�R２ 0.245 0.219 0.207
Observation 8496 5408 2912
No.�of�respondents 531 338 182

表６　Random Parameter logitの看護職歴に関わる質問を含めた推定結果

注）
１）（　）内は標準誤差を示す。***、**�と�*�は有意水準１％、５％、10％のそれぞれで、係数値が０であるという帰無仮説を棄却することを示す。
２）離職グループの勤続年数は、看護職として働いていた期間を意味する。
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な医療の提供を図るという社会的命題の解決のた
めに、即戦力として現場への復帰が期待される離
職中の看護師免許保有者の再就職時における職場
選択の選好要因の調査を行った。
　看護職に関わる調査結果からは、復職を希望す
るグループのほとんどが、離職期間が短く、家庭
の都合で復職が困難であるが、かつての職場への
満足度が高く、また、復職時の希望時給額も現職
グループと復職希望無しグループよりも低いこと
から、可能ならば比較的安い賃金でも現場に復職
したいと考えていることがわかった。一方で復職
希望無しグループは他のグループに比べて、看護
職への満足度が低く、それゆえに、高い賃金でな
いと復職をしたいと思っていないことがわかっ
た。平井ら（2001）９）や竹本（2003）11）による市
立病院勤務看護職員を対象とした職務満足度の調
査においても、私生活との両立や自己実現が最重
要視されるという結果が得られており、本研究の
結果と整合的である。
　選択型実験法を用いた病院選択の結果からは、
全てのグループにおいて、日勤から夜勤への変化
および日勤から日・夜勤への変化、入院基本料の
区分、通勤時間は負で有意となった。一方、設置
主体の民間から公立への変化、給与（時給）、土
日の休みの日数は正で有意であった。これらを支
払意志額に換算して比較すると、復帰希望有りグ
ループは現職に比べて、日勤から夜勤のみに変わ
ること及び日・夜勤になることへの支払意志額と
土日が両日とも休みになることに対する支払意志
額が突出して高く、復職希望有りグループは他の
グループに比べて夜勤を非常に嫌い、土日の休み
を重視する傾向にあることがわかった。また、復
職希望有りグループの既婚者は未婚者よりも夜勤
と土日の休みがなくなることを嫌う傾向が強いこ
とがわかった。また、復職希望有りグループのう
ち、かつての職場での満足度が高い人々が夜勤を

好まないことがわかった。
　以上の結果は、復職を希望している人々を現場
にスムーズに復職させるためには、夜勤を避け
て、できるだけ日勤勤務が可能で、かつ、土日が
両日とも休みとなりやすい職場環境の実現が必要
であることを示している。特に、希望時給額など
よりも、職場に対する満足度が復職希望者の夜勤
や土日の休みの確保に対する選好に影響を与えて
いることを考えると、いかに彼女たちの要望に沿
った満足度の高い職場を実現するかが鍵となる。
　現職グループも復職希望有りグループも夜勤へ
の選好は負で有意であるが、支払意志額は現職の
方がはるかに小さい。この点を考慮すると、現職
の夜勤シフトを増やし、復職希望者をパートタイ
ム的に日勤シフトに組み込むことが、病院経営者
にとっては最も効率的に経営資源を配分すること
になる。しかし、全ての労を現職に負担させて
は、現職の離職率を上げる危険を招く恐れがある
ため、復職希望者が夜勤に比べて、土日が両日休
みであることの支払意志額が比較的小さいことを
考慮して、夜勤の多くなる現職に土日の両日休み
を与え、パートタイムで日勤を希望する復職希望
者を土日のいずれかに振り分けるのが効率的であ
ると考えられる。
　本研究から得られた結果は、昼夜を問わず社会
に必要とされる医療・看護の労働体系は、人間の
生理活動と矛盾するがゆえに、現場で働く人々や
復職する人々に敬遠されがちであることを浮き彫
りにした。しかし、本研究から得られた結果を基
にした含意は、敬遠されがちな職場要因に対し
て、支払意志額や個人属性を考慮した現職と復職
希望者の適材・適所の人的配置の有効性と、それ
に基づく、看護職員の復職支援に対する一つの施
策を提示するものと考える。
　今後は、本研究を基盤とし、今回は属性として
含めなかった託児施設の有無や副業支援金の支給

124　　医療経済研究　　Vol.23��No.2��2012



などといった政策的属性、また、２時間から４時
間の超短時間労働でも可能な職務体系も含めた調
査票の拡張を行っていきたい。
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注
１　厚生労働省医政局「第３回「第六次看護職員需

給見通しに関する検討会」議事次第の資料７」http://�
www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0729-9.html

２　厚生労働省．各種統計調査結果より．http://
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/old/k-eisei.html

３　公益社団法人日本看護協会広報部2011年４月21
日News�Releaseより．

　http : / /www.nurse . o r . j p/home/op in i on/
newsrelease/2011pdf/20110420.pdf

４　本アンケートの詳細に関してはファースト・オ
ーサーに連絡されたい。

５　D-optimal�design19-21）とは、直交表を用いずにな
るべく統計的な有効性を保つ計算機支援の実験計
画法である。選択型実験では、一般的にD-optimal�
designを用いる目的は統計的な有効性を保ちなが
らチョイスセットの数を減らすことである。
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0n the employment preferences of nurses using an 
Internet choice experiment

Keiko Aoki＊1　Kenju Akai＊2　Yoshiko Aoki＊3

Abstract

This study investigates the employment preferences of individuals with diplomas in nursing using an online 
survey. We conducted the survey in two stages: in the first stage, we extracted individuals with diplomas in nursing 
from the pooled samples of a web service company using simple questions on employment and diploma in nursing. In 
the second stage, we asked the selected individuals the questions about nursing jobs, the hypothetical questions in 
our choice experiment, and questions about socioeconomic characteristics. Regarding the questions on nursing jobs, 
we asked everyone a common set of questions, but a different set of questions depending on if one is currently 
working as a nurse or not. In the statistical analysis, we divided the surveyed individuals into three groups: those who 
are nurses, those who were nurses and want to return to a nursing job, and those who were nurses and do not want to 
return to a nursing job.

With respect to questions about nursing jobs, women who want to return to a nursing job reported such 
obligations to take care of parents, babies, and themselves as problems preventing them from returning to the job. 
However, the salary that they need to return to the job is lower than the salary of women who are presently nurses 
and do not want to return to a nursing job. In contrast, regression results of the choice experiment indicates that 
women who want to return to a nursing job are most willing to accept a lower salary in exchange for working “the day 
shifts only and having 2-day weekends”. Additionally, married people in this group are more likely to accept a lower 
salary in exchange for these two working conditions than unmarried women. These results imply that providing “day 
shifts and 2-day weekends” for women who want to return to the job will increase the number of nurses working and 
solve the shortage of nurses.

However, satisfying women who want to return to the job with their preference for working day shifts only and 
having 2-day weekends off increases the strain on the present nurses. To avoid such an unfair work environment, 
managers in hospitals need to balance employment opportunities between present nurses and women who want to 
return to a nursing job. Because both groups want these two working conditions, it is effective to increase the 
frequencies of night shifts and 2-day weekends for present nurses instead of reducing the frequencies of night shifts 
and 2-day weekends off for women who want to return to a nursing job.

［Keywords］  choice experiment, nurse, job choice, online research survey, random parameter logit
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１．はじめに

　日本の公的医療保険は強制加入となっている
が、近年、国民健康保険料の滞納が400万世帯を
超えるまでに増加し、日本の皆保険制度を維持す
るうえで深刻な問題となっている。本研究は、国
民健康保険料の滞納及び納付意思についての分析
を行うことで、滞納の発生についての実証分析と
その背景についての考察を行う。
　図１にあるように、国民健康保険料の滞納世帯
割合は上昇傾向にある。国民健康保険料の滞納が
続くと、自治体は通常の保険証に代えて「短期被
保険者証」を、１年以上の滞納で「被保険者資格
証明書」を交付できるようになる。「被保険者資

抄　　録

　本研究は、Web調査を利用し、国民健康保険料の滞納、および、仮想的質問による医療保険が任意加入であった場合の
保険料納付意思に関する分析をおこなったものである。
　分析の結果、以下のことが明らかになった。第１に、流動性制約仮説について、所得の影響は観察されなかった一方、
低貯蓄の場合、滞納確率が高くなることが示された。また、非正規雇用者や失業者は経済的見通しが立ちにくいために、
納付意思があるにもかかわらず保険料を滞納しやすくなる。第２に、逆選択仮説について、支払い意思と組み合わせた納
付行動では、主観的健康度の影響がみられた。第３に、高額療養費に対する知識がある場合、任意加入での納付意思はな
いが滞納はしていない確率を低下させることから、強制加入により知識不足による滞納が防がれているといえよう。
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格証明書」の場合は、医療機関の窓口で医療費の
全額を自己負担することになり、事実上の「無保
険者」となってしまう１。
　こうした国民健康保険料滞納の増加の背景とし
て、まず、低所得あるいは低貯蓄による流動性制
約のために、保険料を納付できないことが考えら
れる。この場合、保険料の水準や減免・減額制度
のあり方を見直す必要がある。
　一方で、支払い能力があるにもかかわらず滞納
を続けている場合も考えられる。このような滞納
が生じる理由として、制度の運用上の問題ではな
く、逆選択という経済学的な個人の主体的行動に
よる説明が考えられるだろう。しかしながら、現
在の国民健康保険は、強制加入であるため、国民
健康保険の滞納を個人の自発的な選択と考えるに
は留保が必要である。
　そこで本研究では、第１の分析として実際の国
民健康保険料の滞納に関する実証分析を行う。さ
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らに納付行動において逆選択が生じる可能性を議
論するために、第２の分析として、仮想的な納付
意思の有無と実際の保険料滞納の有無を組み合わ
せて、仮に公的医療保険が任意加入の場合でも納
付意思がある納付行動と納付意思がない納付行動
を区分して分析を行う。納付意思があるにもかか
わらず生じる滞納は、流動性制約の問題と考えら
るが、納付意思がない滞納は逆選択が顕在化して
いる可能性を示す。そして、納付意思がないが納
付している状態は潜在的な逆選択の可能性を示唆
するであろう。

　また、流動性制約や逆選択以外に本研究の独自
の仮説として、保険料滞納や納付意思が、公的医
療保険そのものの知識不足による便益の過小評価
から生じている可能性について考察する。２

２．先行研究と本研究の分析課題

　本研究は、国民健康保険料の滞納と納付意思に
関する分析である。これまで社会保険への未加入
や保険料の未納に関する先行研究は、年金保険に
ついては、主に国民年金第１号被保険者について
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図１　国民健康保険料の滞納世帯数の推移

注１：各年６月１日時点。ただし、2007年以前の全世帯数は各年３月31日現在。	
注２：2010年は速報値。
注３	：	2007年以降の滞納世帯数は６月１日現在で国民健康保険の資格を有する世帯とすることを明確化したところであり、2006年までとの比較

には注意を要する。
注４	：	全世帯数のうち東京都の世帯数は、各年３月31日現在の世帯数に過去１年間に資格喪失した世帯数を加えたもの。このため、2008年、

2009年の世帯数には2008年４月２日付で国保の資格喪失をして後期高齢者医療制度に移行した世帯が含まれている。また、滞納世帯数は、
各年５月31日現在の滞納世帯数に前年４月２日以降に資格喪失した滞納世帯を加えたもの。このため、2008年の滞納世帯数には後期高齢者
医療制度に移行した世帯が含まれている。

出所	：	厚生労働省「平成19年度国民健康保険（市町村）の財政状況等について」（2009年１月16日報道発表資料）、厚生労働省「平成20年度国民
健康保険（市町村）の財政状況等について」（2010年２月22日報道発表資料）、「平成21年度国民健康保険（市町村）の財政状況等につい
て」（2011年２月４日報道発表資料）より筆者作成。
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の分析が行われてきた（小椋・角田20001）、阿部
20012）、鈴木・周20013）、阿部20034）、鈴木・周
20065）、佐々木20076）、駒村・山田20077）、大石
20078）等）。
　医療保険については、未加入や無保険状態に関
する要因分析として、鈴木・大日（2000）９）、湯
田（2006）10）、 酒 井（2009）11）、 河 口・ 井 伊

（2010）12）等がある。一方、任意加入であった場
合の国民健康保険への加入意志については塚原

（2005a）13）が分析している。また、泉田（2011）14）�

は『国民健康保険実態調査』の個票データを利用
し、未納確率と未納月数の分析を行っている。
　ほとんどの先行研究では、公的医療保険への加
入状況に関する回答によって無保険を定義してい
るが、いくつか検討すべき点がある。まず、１年
以上の保険料滞納により実際に被保険者資格証明
書の交付に至るかどうかは、各自治体の判断で大
きく分かれるため、滞納の結果としての無保険を
個人の自発的な選択行動であるとして分析するこ
とは適当とはいえないだろう３。そして、無保険
者には、被用者保険など他の公的医療保険を脱退
後、国民健康保険への加入手続きを怠っているた
めに無保険となっているケースも少なくないと考
えられ（酒井2009）、これを滞納の結果としての
無保険と区別せずに分析することには問題が残
る。
　そこで、本調査ではより広範に観察され、回答
が容易な国民健康保険料の滞納行動についての検
証を行う。なおその際、先行研究と同様に、流動
性制約仮説（本稿では低所得や低貯蓄、失業等の
就業状態により保険料納付が経済的に困難である
状態をいう）、および逆選択仮説の検証を行うが、
ここでは先行研究における両仮説についての主な
分析結果についてまとめる。
　まず、流動性制約については、先行研究におい
ては、所得や資産の変数、就業状態を用いて行わ

れている。鈴木・大日（2000）は世帯所得が低い
ほど「事実上の無保険者」（「資格証明書となって
いる」あるいは「名前が記載された健康保険証が
無い」と回答したサンプルおよび前年まで無保険
者のサンプル）になる確率が高まる。また、湯田

（2006）は家計経済研究所の『消費生活に関する
パネル調査』４の国民健康保険の「未加入者」

（「あなたは健康保険に加入していますか」という
質問に対して、「どれにも加入していない」と回
答したサンプル）の分析を行い、「金融資産保有
額」を説明変数として用いているが、有意な影響
は観察されていない。一方、酒井（2009）は被用
者保険から国民健康保険に移る場合に届出が必要
となることから、手続きの不備によって未加入者
が生じる可能性を就業移動との関係で、同じく

『消費生活に関するパネル調査』を用いて分析し
ている。その結果、「預貯金無し」である場合、

「非加入（湯田（2006）と同様の定義）」となりや
すいことを確認している。また、河口・井伊

（2010）では、2005年度『所得再分配調査』を利
用し、世帯所得が低いほど「谷間世帯」（公的医
療保険の保険料を支払っていない世帯から、生活
保護世帯であると推定した世帯を除いた残りの世
帯）になりやすいことを示している５。なお泉田

（2011）は、保険料が所得に占める割合を変数と
して利用し、その割合が１%増加すると、未納確
率を限界的に0.1から0.2%、未納月数を0.1ヶ月増
加させると推計している。
　また就業状態については、鈴木・大日（2000）
では本人が無就業状態であれば「事実上の無保険
者」になる確率が高まる。湯田（2006）は「自営
業ダミー」「パート労働者ダミー」を用いている
が有意でなかった。その一方で、河口・井伊

（2010）では無職、短期雇用のような雇用環境で
あることは、「谷間世帯」になる可能性が高まる
ことが示されている。また先述のとおり、酒井

国民健康保険料の滞納の分析　　131



（2009）は就業移動による手続き不備という観点
が先行研究と異なるが、その分析結果からは、就
業移動に伴う手続きし忘れによる未加入は少な
く、その一方で、無職の状態により未加入になり
やすいことを確認している。泉田（2011）は、世
帯主の職種について、自営業者に対して被用者は
未納確率が高く、未納月数が多いことを示してい
る。
　このように先行研究においては、被説明変数で
ある未加入・無保険状態の定義に違いがあること
がわかる。また流動性制約仮説に関して所得や資
産、就業状況について検討されているが、所得の
影響については、国民健康保険料の設定には応益
部分（均等割・平等割）があり、また保険料には
上限が設定されているので、所得が低くなるほど
負担率が高くなる可能性があるが、一定所得未満
の世帯については減額制度が設けられており、そ
のことで低所得者層で滞納が防がれる可能性もあ
る。さらには、経済的に困窮し、収入の見通しが
不確かとなる失業に関する分析が必要であろう。
そこで本稿では、第１の分析課題を国民健康保険
料の滞納の実証分析として、所得や貯蓄の連続変
数ではなく、離散変数として分析を行う。また、
失業が国民健康保険料の納付行動に与える影響に
ついて検証を行う。
　次に、逆選択については、湯田（2006）は、国
民健康保険の未加入選択に対して、不健康ダミー
が有意ではなく、逆選択の存在は確認されない結
果となっている一方、鈴木・大日（2000）は、健
康状態の変数が事実上の無保険状態の選択に影響
を与えており、「自発的に事実上の無保険状態と
なっている可能性も否定し得ない」としている。
しかしながら、逆選択は任意加入の場合、生じる
とされる現象である。国民健康保険は強制加入と
なっており、実際の国民健康保険料の納付行動か
ら、逆選択は、十分に検証できないと考えられ

る。
　そこで、本稿では第２の分析課題として、仮に
任意加入であった場合の支払い意思についての仮
想的な設問と実際の納付行動から分析を行う。こ
こで、任意加入の場合に逆選択が生じる恐れがあ
ることが観察されれば、それは日本の医療保険制
度が強制加入である論拠の一つとなると考えられ
る６。こうした医療保険が任意加入であるという
仮想質問を用いた先行研究には塚原（2005a）が
あり、慢性疾患があると仮に任意加入であった場
合の国民健康保険の加入意志が高まるという結果
を得ている。本稿では、任意加入であった場合の
納付意思と実際の滞納行動を組み合わせた被説明
変数を構築し、同じ納付行動であっても、支払い
意思の有無を区別することで、主観的健康感との
関連で、潜在的な逆選択の問題が観察されると考
えて分析を行う。
　最後に、本研究の独自の仮説として、医療保険
制度についての知識の影響を検証する。医療保険
制度の知識不足による保険料の滞納や納付意思の
低下が生じている場合は、制度に対する情報の周
知を徹底するべきである。そこで、高額療養費に
対する知識が、国民健康保険の保険料の滞納や支
払い意思に影響を与える可能性についての実証分
析を行う。高額療養費は、手術等で高額の医療費
がかかる場合において、自己負担を大幅に下げる
ものであり、その知識がない場合、公的医療保険
に対する評価が下がるであろう。ここでは、公的
医療保険における高額療養費制度を知っている、
もしくは利用経験がある場合に、実際に保険料の
滞納が生じにくくなるか、また任意加入という仮
想的な状況で支払い意思に高額療養費の知識が影
響を与えるかについての分析を行う。特に、傷病
歴を考慮に入れても高額療養費の知識が保険料納
付行動および納付意思に影響を与えるかを検証す
る。
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３．使用データと分析における変数について

（１）使用データについて
　使用データである関西大学ソシオネットワーク
戦略研究機構「医療と健康に関する調査」は、
Web調査によるものである７。本研究のWeb調査
は、調査対象者が調査会社の登録モニターとな
る。調査方法としては、登録モニターに対し予備
調査として、性別、年齢および公的医療保険の加
入形態についての質問に回答してもらい、本調査
としてそこから各属性ごとによる割付を行い、一
定数のサンプルが集まった時点で調査を打ち切る
方法を用いている。このような調査方法は、国内
のWeb調査においては一般的な方法である（労
働政策研究・研修機構2005）�15）。具体的な割付の
方法として、国民健康保険加入者と被用者保険加
入者（その被扶養者も含む）それぞれについて、
性別・年齢階級別に一定数ずつ確保することを目
的とし、性別年齢別の公的医療保険の加入形態別
に同数のサンプルを集めた。すなわち、男女別に
年齢階級を20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～
59歳、60～74歳の５段階に区分し、それぞれの区
分に国民健康保険加入者を50人、被用者保険加入
者を50人とし、合計標本数1,000となるように割
付を行った個票数に到達するまで登録モニターの
回答を受け付けた。ここで国民健康保険の被保険
者は「市区町村の国民健康保険または国民健康保
険組合」、「短期被保険者証」、「被保険者資格証明
書」、または「保険証を持っていない（生活保護
を受けている場合を除く）」と回答した者とし、
被用者保険の被保険者・被扶養者は、「協会けん
ぽ（政府管掌健康保険）」、「企業の健康保険組
合」、「公務員・教職員の共済組合」、またはそれ
らの被扶養者であると回答した者とし、国民健康
保険の被保険者500、被用者保険の被保険者500の

回答者を集めている。
　本研究では、国民健康保険被保険者のうち、

「市区町村の国民健康保険または国民健康保険組
合」の加入者を対象とし、データクリーニングと
して、学生および雇用形態を正社員と答えている
サンプルを除いた。その結果、使用したサンプル
サイズは387となる。
　このようなWeb調査の問題点として、調査対
象の枠母集団がインターネット使用者かつWeb
調査の登録モニターとなることから日本全体の母
集団とは異なっているという点、および回答者が
先着順で決定されるという２点を上げることがで
きる。
　まず、そこで、『医療と健康に関する調査』に
おける国民健康保険の加入者と、厚生労働省『国
民健康保険実態調査』の市区町村国保加入世帯の
世帯主の就業形態を比較したものが表１である。
ここで注意が必要な点は、『国民健康保険実態調
査』は国保加入世帯の世帯主の就業形態のみにつ
いてしか把握しておらず、一方、『医療と健康に
関する調査』の調査対象者は国民健康保険の世帯
主以外の被保険者も含まれているため、両者を直
接比較することはできない。そこで、『医療と健
康に関する調査』については、有配偶女性の場
合、夫の就業形態を比較に用いた。また、就業形
態の区分も異なっており、特に『国民健康保険実
態調査』では、「不詳」の区分の割合が高くなっ
ている。
　このように表１は限定的な比較となるが、第１
に「無業」において、40歳代、50歳代では、両調
査の割合は近いが、20歳代、30歳代、60歳以上に
おいては『医療と健康に関する調査』の「無業」
割合がかなり高くなっている。これは、『国民健
康保険実態調査』が世帯主のみを対象にしている
一方、『医療と健康に関する調査』では世帯主以
外の若年者や高齢者が多く存在することによるだ
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ろう。第２に、両調査の被用者割合の差はそれほ
ど大きくないが、自営業の割合が『医療と健康に
関する調査』で高くなっている。両調査の調査票
には詳しい記述がなく、この差が生じる理由につ
いて十分には明らかにできない。ただし、『国民
健康保険実態調査』における「不詳」が『医療と
健康に関する調査』における「自営業・家族従業
者」の項目に対応しているとすると、20�-�29歳以
外での両調査の割合は近くなっており、それぞれ
の就業形態の区分による違いの可能性もある。
　次に、Webアンケートの回答を先着順に受け
付けるという点についての問題点についての対応
として、労働政策研究・研修機構（2005）は、イ
ンターネット調査および郵送調査について早期回
答者とそれ以外の回答者についての比較分析を行
っている。その結果、回答者の仕事の有無、意識
調査の回答内容を比較したところ、早期回答者グ
ループと後期回答者グループの間では有意な差は

ほとんどみられなかったとされる。このように回
答者のタイミングによるバイアスは小さいと考え
られるが、本研究では早期回答者のバイアスを考
慮し、分析における説明変数に、各サンプルにつ
いて調査開始時点から回答し始めるまでの経過時
間を加えることにした。分析に調査開始から回答
するまでの経過時間を加えることで、先着順に回
答を求めるバイアスが生じないかについての確認
を行う。

（２）使用変数について
　国民健康保険料の滞納の分析についての被説明
変数である滞納期間は、「滞納無し」が87.1％、

「滞納１～12ヶ月」が8.5％、「滞納13ヶ月以上」
が4.4％となっている。滞納者の割合の合計は、
約13%であり、実際の滞納世帯割合の約15％と近
い水準であるといえる８。
　そして、納付意思を考慮した保険料納付行動の

表１　使用データの業務統計との比較
（単位：％）

『医療と健康に関する調査』

年齢階級 総数 自営業・
家族従業者 被用者 請負・

日雇い 無業 不詳

20-29歳 100.0� 6.0� 52.0� 1.0� 41.0� 　

30-39歳 100.0� 26.0� 52.0� 1.0� 21.0� 　

40-49歳 100.0� 47.0� 39.0� 0.0� 14.0� 　

50-59歳 100.0� 48.0� 30.0� 1.0� 21.0� 　

60-74歳 100.0� 20.0� 18.0� 1.0� 61.0� 　

『国民健康保険実態調査』

世帯主年齢 総数 自営業 被用者 その他 無業 不詳

20-29歳 100.0� 3.9� 55.3� 2.2� 18.5� 20.1�

30-39歳 100.0� 14.9� 52.6� 1.9� 13.3� 17.2�

40-49歳 100.0� 22.4� 44.8� 2.4� 14.9� 15.5�

50-59歳 100.0� 27.7� 37.8� 3.5� 17.6� 13.4�

60-74歳 100.0� 15.2� 20.5� 7.2� 50.3� 6.8�

注１：	『国民健康保険実態調査』は擬制世帯主世帯を除いた市区町村国保加入世帯の世帯主の就業形態である。一方、「医療と健康に関する調査」
では、世帯主ではなく加入者本人もしくは、有配偶女性の場合は夫の就業形態としている。

注２：	『医療と健康に関する調査』の「自営業」には調査票における選択肢である「家族従業者」を加えたものである。また、『国民健康保険実態
調査』における自営業には、同じく調査票における選択肢の「農林漁業」が含まれている。

出所：厚生労働省『国民健康保険実態調査』、関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構『医療と健康に関する調査』より作成。

134　　医療経済研究　　Vol.23��No.2��2012



被説明変数は、実際の納付行動および仮に現在の
国民健康保険が任意加入であった場合に加入する
かどうかについて尋ねている設問から構築した９。
任意加入の場合の支払い意思の回答は、「1.　絶
対に支払う」が32.3%、「2.　たぶん支払う」が
46.8%、「3.　たぶん支払わない」が15.8%、「4.　
絶対に支払わない」が5.2%となっている。
　次に、説明変数は、滞納の分析および納付意思
についての分析ともに共通の変数を用いており、
基本統計量は表２・表３となっている。
　まず、基本的な属性として年齢および年齢の２
乗、性別ダミー、子供の有無といった人口学的変
数を説明変数としている。そして、社会経済変数
として、就業状態、教育水準、世帯収入、世帯の
貯蓄額を用いている。就業状態は、配偶者がいな
い場合は本人の就業状態、有配偶の場合は本人と
配偶者の調査票から夫となる方の就業状態の情報
から構築しており、「自営・家族従業者」、「被用
者」、「失業者」、「無業」となるカテゴリー変数と
した。教育水準は、潜在的な稼得能力に関する変
数であり、「短大、高専、大学、大学院」の卒業
経験を高等教育のダミー変数としている。
　世帯収入は、「200万円未満」、「200万円～500万
円」「500万円以上」「世帯年収不詳」の４つのカ
テゴリーに区分し、貯蓄額については、「10万円
未満」、「10万円～100万円」「100万円以上」「世帯
貯蓄額不詳」の４つのカテゴリーに区分した。表
２の基本統計量から、世帯の貯蓄額が「10万円未
満」となる世帯は10％、「10万円～100万円」が13
％と相当数の低貯蓄世帯が存在する一方で、「世
帯貯蓄額不詳」が33％と本調査ではかなり数の回
答が得られず、分析におけるサンプルを確保する
ためカテゴリー変数として扱った。
　そして、逆選択仮説を検証するために、健康に
関する変数として、主観的健康感、喫煙の有無、
身長と体重から肥満度を計測するBMI（ボディマ

ス指数、�Body�Mass�Index）10、そして、病気や
ケガについて、本人と配偶者もしくは子どものそ
れぞれについての経験の有無を項目ごとに傷病歴
のダミー変数を用いている。主観的健康感が不良
な場合や傷病の経験があると実際に保険料を滞納

平均

年齢 47.31�

女性ダミー 0.53�

有配偶 0.56�

末子年齢

　5歳未満 0.07�

　6－15歳 0.13�

高等教育（１） 0.43�

就業状態（２）

自営 0.36�

非正規雇用 0.22�

失業者 0.10�

年間世帯収入

　200万円未満 0.31�

　200-500万円 0.34�

世帯収入不詳 0.06�

世帯貯蓄額

　10万円未満 0.10�

　10-100万円 0.13�

貯蓄額不詳 0.33�

高額療養費制度の知識（３）

利用経験あり 0.29�

詳しく知っている。 0.21�

名前は知っている。 0.38�

主観的健康度（４） 2.82�

喫煙 0.29�

BMI 22.76�

回答開始時間 16.57�

表２　基本統計量１（説明変数）

注：（１）	高等教育は、短大、高専、大学、大学院のいずれかを卒業
した場合のダミー変数である。

　　（２）	就業状態は、配偶者がいない場合は本人の就業状態、配偶
者がいる場合は夫婦のうち夫の就業状態としている。な
お、基準となるカテゴリーは「無業」である。

　　（３）	高額療養費の基準となるカテゴリーは「知らない」であ
る。

　　（４）	主観的健康度は、「すごく健康だと思う」を４、「どちらか
といえば健康だと思う」を３、「どちらかといえば健康が悪
いと思う」を２、「非常に健康が悪いと思う」を1とした。

出所：	関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構「医療と健康に関
する調査」より筆者作成。
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する確率が低下する場合や、仮想的設問に対して
納付意思が強くなるならば、逆選択が生じる可能
性があるといえる。
　そして、最後に本研究の特徴である、医療保険
制度の知識についての変数として、高額療養費制
度の認知度を説明変数とした11。

４．�分析結果１――国民健康保険料の滞納
について

　滞納の分析において、順序ロジットモデルによ
る分析を行う。過去２年間に保険料の滞納がない
場合を「０」、滞納が１ヶ月以上12ヶ月以下の場
合を「１」、滞納が13ヶ月以上の場合を「２」と
おいた。１年滞納を続けると、自治体は保険証を
回収し、代わりに被保険者資格証明書を交付する
ことができるようになるため、１年以上とそれ未
満の滞納期間を連続的に扱うことは難しいと考
え、被説明変数が、序数で表されている場合に有
効な分析手法である順序ロジットモデルを用い
た。
　表４は、国民健康保険料の滞納状況について
の、順序ロジットモデルによる分析結果である。

モデル１が傷病歴の変数を含まないモデルであ
り、モデル２が傷病歴の変数を含むモデルであ
る。係数が正に大きくなるほど滞納の確率が高く
なることを示している。また、係数の大きさその
ものについては解釈が困難であるため、オッズ比
も記載している。
　まず、基本的な属性については、特にモデル２
において年齢とその２乗項が有意に影響を与えて
いる。係数の値から、20歳から40歳あたりまで滞
納確率が徐々に高くなり、40歳を過ぎるあたりか
ら滞納確率が低下していることがわかる12。ま
た、性別、配偶者の有無、子ども有無、教育水準
による影響は有意でなかった。
　次に、流動性制約に関する変数として、低所
得・低貯蓄に関する変数をみると、世帯の年収が

「200万円未満」の低所得世帯については、滞納確
率の上昇が観察されない。一方、世帯貯蓄額が

「10万円未満」や「10万円以上100万円未満」の低
貯蓄世帯においては有意に滞納確率が高くなって
いることがわかる。このように、低所得であって
も保険料を滞納する傾向にはなく、貯蓄額が低い
場合に滞納しやすい傾向にある。
　制度上、保険料は所得に応じて設定されている
が、貯蓄については保険料の算定において考慮さ
れないため、貯蓄額が低い場合には流動性制約に
直面し、保険料を滞納しやすくなる可能性があ
る。しかしながら、低貯蓄であることは必ずし
も、経済的に困窮に陥っているとは限らない。デ
ータからは観察されない個人の貯蓄への志向もし
くは家計管理能力等により、低貯蓄の場合に保険
料の滞納が観察される可能性も考えられるため、
解釈には留保が必要である。
　就業状態については、傷病歴の変数を含まない
モデル１において、失業者で有意に滞納確率が高
くなっている。傷病歴の変数を含むモデル２にお
いては有意でないものの、失業により、近い将来

　 本人 配偶者もしく
は子ども

三大疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞） 0.10� 0.05�

内分泌・代謝障害 0.17� 0.09�

精神・神経 0.13� 0.04�

耳鼻科・眼科 0.52� 0.30�

喘息・呼吸器系 0.14� 0.11�

歯科 0.85� 0.43�

皮膚 0.40� 0.22�

筋骨格系 0.29� 0.10�

尿路性器系 0.10� 0.05�

けが・骨折 0.42� 0.19�

高血圧 0.11� 0.07�

表３　基本統計量２（傷病歴）

出所：	関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構「医療と健康に関
する調査」より筆者作成。
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表４　国保保険料滞納に関する順序ロジットモデル（１）：20-75歳の男女
　 モデル１ モデル２

　 係数 標準誤差　　　　　　オッズ比 係数 標準誤差　　　　　　オッズ比

年齢 0.212� ［.117］ ＋ 1.24� 0.326� ［.126］ * 1.38�

年齢２乗 －0.003� ［.001］ ＋ 1.00� －0.004� ［.001］ ** 1.00�

女性ダミー －0.205� ［.415］ 0.81� －0.083� ［.478］ 0.92�

有配偶 0.081� ［.558］ 1.08� 0.134� ［.748］ 1.14�

末子年齢 　 　 　

　５歳未満 －0.135� ［.765］ 0.87� 0.809� ［.829］ 2.25�

　６－15歳 0.526� ［.495］ 1.69� 0.834� ［.569］ 2.30�

高等教育（２） －0.083� ［.383］ 0.92� －0.207� ［.422］ 0.81�

就業状態（３） 　 　 　

　自営 0.561� ［.642］ 1.75� 0.868� ［.728］ 2.38�

　非正規雇用 0.868� ［.681］ 2.38� 1.436� ［.823］ ＋ 4.20�

　失業者 1.588� ［.751］ * 4.89� 1.483� ［.924］ 4.41�

年間世帯収入 　 　 　

　200万円未満 －0.639� ［.715］ 0.53� －1.128� ［.816］ 0.32�

　200－500万円 0.187� ［.517］ 1.21� 0.023� ［.611］ 1.02�

　世帯収入不詳 －0.395� ［.921］ 0.67� －1.068� ［1.13］ 0.34�

世帯貯蓄額 　 　 　

　10万円未満 3.325� ［.597］ *** 27.8� 3.321� ［.680］ *** 27.7�

　10－100万円 1.447� ［.571］ * 4.25� 1.615� ［.655］ * 5.03�

　貯蓄額不詳 1.160� ［.523］ * 3.19� 1.465� ［.604］ * 4.33�

高額療養費制度の知識 　 　 　

　利用経験あり －1.378� ［.739］ ＋ 0.25� －1.823� ［.832］ * 0.16�

　詳しく知っている。 0.447� ［.635］ 1.56� 0.463� ［.680］ 1.59�

　名前は知っている。 0.052� ［.557］ 1.05� －0.127� ［.592］ 0.88�

主観的健康度（４） 0.625� ［.519］ 1.87� 0.662� ［.573］ 1.94�

喫煙 1.073� ［.382］ ** 2.93� 1.359� ［.422］ ** 3.89�

BMI 0.069� ［.039］ ＋ 1.07� 0.060� ［.045］ 1.06�

回答開始時間 －0.022� ［.018］ 0.98� －0.039� ［.021］ ＋ 0.96�

本人の傷病歴 　 　 　

　三大疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞） 　 －1.415� ［1.03］ 0.24�

　内分泌・代謝障害 　 　 －1.443� ［.892］ 0.24�

　精神・神経 　 　 0.211� ［.684］ 1.23�

　耳鼻科・眼科 　 　 －0.679� ［.451］ 0.51�

　喘息・呼吸器系 　 　 －0.168� ［.669］ 0.85�

　歯科 　 　 －0.552� ［.558］ 0.58�

　皮膚 　 　 0.254� ［.449］ 1.29�

　筋骨格系 　 　 0.616� ［.495］ 1.85�

　尿路性器系 　 　 0.559� ［.926］ 1.75�

　けが・骨折 　 　 0.806� ［.473］ ＋ 2.24�

　高血圧 　 　 1.334� ［.898］ 3.80�
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の経済状態の見通しが立ちにくい状態では、保険
料を滞納しやすくなることが考えられる。また、
モデル２においては非正規雇用の場合に滞納確率
が有意に高くなっている。モデル１では有意でな
いが、非正規という不安定な雇用形態であること
は保険料の滞納を引き起こす可能性がある。
　逆選択に関する変数についてみると、主観的健
康感については有意な影響が観察されていない。
また傷病歴については、本人に「けが・骨折」の、
配偶者もしくは子どもに「神経・精神」の傷病歴
があるときに滞納確率が高くなる以外、ほとんど
影響が観察されておらず、実際の国民健康保険料
納付において傷病経験による逆選択は観察されて
いないといえよう。ただし、喫煙者ほど将来の健
康リスクが高いにもかかわらず、喫煙者ほど滞納
確率が高くなっており、リスク回避的行動と保険

料の納付行動の関係については今後の課題であ
る。
　医療保険制度の知識に関する変数については、
高額療養費制度の利用経験がある場合、有意に滞
納確率が低下することがわかる。特に、傷病歴を
考慮したモデル２においてその影響が顕著であ
り、高額療養費制度の利用経験は、過去の病気の
経験の代理変数ではないといえる。したがって、
高額療養費制度の利用経験そのものが滞納確率を
低下させると考えられるだろう。
　最後に、調査開始からの回答時間については、
モデル１では有意な結果ではないが、傷病歴を考
慮したモデル２において、早期回答者の滞納確率
が高くなっており、webアンケート調査によるバ
イアスが存在するおそれがある。しかしながら、
影響は小さく、有意水準は10％水準であることか

注：（１）被説明変数は、「滞納なし」を０、「滞納１〜12ヶ月」を１、「滞納13ヶ月以上」を３とおく滞納期間による順序変数とした。
　　（２）高等教育は、短大、高専、大学、大学院のいずれかを卒業した場合のダミー変数である。
　　（３）	就業状態は、配偶者がいない場合は本人の就業状態、配偶者がいる場合は夫婦のうち夫の就業状態としている。なお、基準となるカテゴ

リーは「無業」である。
　　（４）	主観的健康度は、「すごく健康だと思う」、「どちらかといえば健康だと思う」、「どちらかといえば健康が悪いと思う」、「非常に健康が悪

いと思う」という選択肢のうち「すごく健康だと思う」を１とおくダミー変数とした。
***	…P値<0.001,	**	…P値<0.01,	*	…P値<0.05,	+	…P値<0.10である。

配偶者もしくは子どもの傷病歴 　 　

　三大疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞） 　 －0.107� ［1.33］ 0.90�

　内分泌・代謝障害 　 　 －1.843� ［1.31］ 0.16�

　精神・神経 　 　 2.354� ［1.14］ * 10.5�

　耳鼻科・眼科 　 　 －0.840� ［.703］ 0.43�

　喘息・呼吸器系 　 　 －0.374� ［.940］ 0.69�

　歯科 　 　 0.057� ［.663］ 1.06�

　皮膚 　 　 －0.111� ［.667］ 0.89�

　筋骨格系 　 　 0.544� ［.878］ 1.72�

　尿路性器系 　 　 0.151� ［1.32］ 1.16�

　けが・骨折 　 　 0.008� ［.65］ 1.01�

　高血圧 　 　 1.479� ［1.27］ 4.39�

cut１� 9.34� ［2.82］ 　 　 11.01� ［3.08］ 　 　

cut２ 10.85� ［2.85］ 　 　 12.65� ［3.12］ 　 　

サンプルサイズ 387� 387�

Log�likelihood� －135.58� －124.939�

擬似決定係数 0.251� 0.310�
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ら、深刻な影響ではないと考えられよう。

５．�分析結果２――保険料の滞納と納付意
思の組み合わせによる多項ロジット分析

　納付意思があるにもかかわらず滞納となるの
か、それともそもそも納付意思がないために滞納
しているのかにより、滞納の意味が異なると考え
られる。そこで、滞納の有無と保険料納付意思に
ついての設問から被説明変数を構築して分析を行
う。まず、仮想的質問として公的医療保険が任意
加入であった場合の保険料支払いについて、

「1.　絶対に支払う」および「2.　たぶん支払う」
と回答した場合「納付意思がある」とし、「3.　
たぶん支払わない」および「4.　絶対に支払わな
い」と回答した場合「納付意思がない」とした。
そして、実際に１ヶ月以上の滞納がある場合「滞
納あり」とし、以下の区分による被説明変数の構
築を行った。
　①�　納付意思がなく、滞納あり（19サンプル、

4.9%）
　②�　納付意思はないが、滞納なし（62サンプ

ル、16.0%）
　③�　納付意思はあるが、滞納あり（31サンプ

ル、8.0%）
　④�　納付意思があり、滞納なし（275サンプル、

71.1%）
　①は、滞納している上に納付意思もない場合を
指す。この選択に主観的健康感などの逆選択変数
が影響する場合は、強制加入にもかかわらず逆選
択が生じていることが考えられる。その一方、高
額療養費に対する知識が影響する場合は、知識の
不足による医療保険への過小評価から滞納が生じ
ている可能性がある。
　②は、実際に滞納していないものの、仮に任意
加入の場合では保険料を払わない、と考える被保

険者である。②への選択に主観的健康感などの逆
選択にかかわる変数が影響を与える場合、強制加
入により逆選択を防いでいるといえる。また、高
額療養費に対する知識変数が影響する場合、公的
医療保険について十分に理解していなくとも、強
制加入により納付が行われていることが分かる。
　③は、納付意思があるにもかかわらず滞納が生
じている被保険者である。所得や就業状態などの
経済的変数が影響する場合、保険料負担が重いこ
とを示唆すると考えられる。
　④は、納付意思があり滞納もしていない多数の
被保険者であるといえる。
　以下では、この４つの滞納と納付意思のカテゴ
リーの選択について多項ロジットモデルにより分
析を行う。多項ロジットモデルのベースカテゴリ
ーは、「④納付意思があり、滞納なし」とし、他
のカテゴリーを選択する確率についての係数と標
準誤差および相対リスク比（RRR:�Relative�Risk�
Ratio）を分析結果として表５に掲載している。
分析１と異なり、傷病経験の変数は含まれていな
いモデルをあげている。傷病経験の変数を投入す
ると、被説明変数の区分が多く、傷病の区分も細
分化されているため、傷病変数の一部の係数の標
準誤差が非常に大きく不安定な結果となった。た
だし、傷病変数を投入した場合においても、ここ
にあげた変数の影響については、大きくは変わら
ない。
　分析結果からは、まず、「①納付意思がなく、
滞納あり」となる確率は、主観的な健康状態が良
いほど高くなり、逆選択が発生している可能性が
ある（ただし、有意水準が10％水準）。そして、
高額療養費の利用経験が、この「納付意思がな
く、滞納あり」の確率を有意に下げている。高額
療養費の利用経験は、仮に任意加入であった場合
の納付の意思を強め、実際の滞納行動にも影響を
与えていることが分かる。その他、この選択肢の
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表５　滞納および納付意思の確率についての多項ロジット分析
　 ① ② ③

　
納付意思がなく、滞納あり

vs
納付意思があり、滞納なし

納付意思はないが、滞納なし
vs

納付意思があり、滞納なし

納付意思はあるが、滞納あり
vs

納付意思があり、滞納なし
　 係数 標準誤差 RRR 係数 標準誤差 RRR 係数 標準誤差 RRR

年齢 0.669� ［.248］ ** 1.951� 0.062� ［.089］ 1.06� 0.048� ［.142］ 1.049�

年齢２乗 －0.008� ［.003］ ** 0.992� －0.001� ［.001］ 1.00� －0.001� ［.002］ 0.999�

女性ダミー 0.170� ［.688］ 1.186� －0.434� ［.345］ 0.65� －0.050� ［.530］ 0.951�

有配偶 －0.059� ［.862］ 0.943� －0.092� ［.476］ 0.91� 0.452� ［.739］ 1.572�

末子年齢 　 　 　 　 　 　

　５歳未満 －0.521� ［1.33］ 0.594� 0.644� ［.581］ 1.90� 0.612� ［.923］ 1.845�

　６－15歳 －0.243� ［.914］ 0.784� 1.190� ［.467］ * 3.29� 1.305� ［.615］ * 3.687�

高等教育（１） 0.452� ［.619］ 1.572� －0.054� ［.318］ 0.95� －0.258� ［.498］ 0.773�

就業状態（２） 　 　 　 　 　 　

　自営 －0.300� ［1.00］ 0.741� 0.249� ［.452］ 1.28� 1.540� ［.946］ 4.665�

　非正規雇用 0.533� ［1.05］ 1.704� 0.655� ［.442］ 1.93� 1.753� ［.976］ ＋ 5.772�

　失業者 0.698� ［1.17］ 2.009� 0.555� ［.578］ 1.74� 2.623� ［1.07］ * 13.779�

年間世帯収入 　 　 　 　 　 　

　200万円未満 －0.544� ［1.10］ 0.580� 0.477� ［.575］ 1.61� －0.095� ［.870］ 0.909�

　200－500万円 0.523� ［.853］ 1.687� 0.105� ［.478］ 1.11� －0.180� ［.666］ 0.835�

　世帯収入不詳 －13.961� ［599.3］ 0.000� 0.894� ［.739］ 2.45� －0.198� ［1.04］ 0.821�

世帯貯蓄額 　 　 　 　 　 　

　10万円未満 3.728� ［.938］ *** 41.6� 0.485� ［.584］ 1.62� 3.637� ［.840］ *** 37.970�

　10－100万円 0.977� ［.892］ 2.657� －0.044� ［.494］ 0.96� 1.885� ［.780］ * 6.585�

　貯蓄額不詳 0.423� ［.834］ 1.527� －0.262� ［.388］ 0.77� 1.777� ［.730］ * 5.910�

高額療養費制度の知識 　 　 　 　 　 　

　利用経験あり －3.503� ［1.56］ * 0.030� －0.807� ［.497］ 0.45� －1.083� ［.917］ 0.338�

　詳しく知っている。 －0.253� ［.953］ 0.777� －2.076� ［.646］ ** 0.13� 0.146� ［.864］ 1.157�

　名前は知っている。 －0.429� ［.846］ 0.651� －0.831� ［.450］ ＋ 0.44� －0.185� ［.749］ 0.831�

主観的健康度（３） 1.414� ［.810］ ＋ 4.111� 0.064� ［.496］ 1.07� 0.582� ［.654］ 1.789�

喫煙 0.299� ［.646］ 1.348� 0.158� ［.344］ 1.17� 1.912� ［.521］ *** 6.767�

BMI 0.071� ［.074］ 1.074� －0.108� ［.049］ * 0.90� 0.053� ［.053］ 1.054�

回答開始時間 －0.049� ［.029］ ＋ 0.952� 0.011� ［.018］ 1.01� －0.013� ［.024］ 0.987�

定数項 －17.464� ［5.65］ ** 　 0.251� ［2.24］ 　 －8.087� ［3.46］ * 　

サンプルサイズ 387�

Log�likelihood� －259.391�

擬似決定係数 0.244�

注：	（１）高等教育は、短大、高専、大学、大学院のいずれかを卒業した場合のダミー変数である。
　　（２）就業状態は、配偶者がいない場合は本人の就業状態、配偶者がいる場合は夫婦のうち夫の就業状態としている。なお、基準となるカテゴ

リーは「無業」である。
　　（３）主観的健康度は、「すごく健康だと思う」を４、「どちらかといえば健康だと思う」を３、「どちらかといえば健康が悪いと思う」を２、

「非常に健康が悪いと思う」を１とした。

***	…P値<0.001,	**	…P値<0.01,	*	…P値<0.05,	＋	…P値<0.10である。
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確率は、40歳前後で最も高くなっており、貯蓄が
10万円未満の場合に高くなる。
　次に、「②納付意思はないが、滞納なし」の確
率は、高額療養費の知識がある場合に有意に低下
することが分かる。したがって、高額療養費に対
する知識がない者は、仮に任意加入の場合、保険
料を支払わないと考えるが、現行の強制加入によ
り滞納が生じていないといえよう。同様にこの確
率は、BMIが高くなるほど低下している。実際の
滞納には現れていないものの、肥満の度合いが強
くなるほど任意加入での支払い意思が強くなると
考えられる。ただし、この②の選択肢への確率に
対して、自身の現在の健康状態が「大変良い」場
合の影響は観察されていないことから、肥満度の
高さは、将来の健康リスクへの不安に関連するこ
とで、支払い意思に影響を与えているかもしれな
い。
　最後に「③納付意思はあるが、滞納あり」の確
率については、非正規雇用もしくは失業の場合に
高くなっている。これらの就業状態においては不
安定な収入により、滞納が生じている恐れがあ
る。分析１において、失業や非正規雇用では滞納
をしやすい傾向にあったが、ここでの分析から、
失業や非正規雇用の場合、たとえ任意加入であっ
たとしても納付意思があるにもかかわらず、経済
状況により滞納してしまうといえる。同様に、貯
蓄が10万円未満および10～100万円の低貯蓄の場
合においても、たとえ任意加入でも納付意思があ
るが、滞納してしまう傾向にある。

６．おわりに

　本研究では、実際の国民健康保険料の納付行
動、および仮想的質問（医療保険が任意加入）に
よる保険料の納付意思に関する分析を行った。主
な分析結果は以下の通りである。

　第一に、所得または貯蓄が低いために保険料を
納付しない流動性制約仮説については、先行研究
と異なり所得の影響が観察されなかった一方、低
貯蓄の場合に滞納確率が高くなる。この分析結果
は解釈の余地があるが、滞納と納付意思を組み合
わせた分析から、低貯蓄において、納付意思がな
く滞納している者だけではなく、納付意思がある
にもかかわらず滞納してしまっている場合があ
り、一部、流動性制約による滞納が生じていると
言えるだろう。
　第二に、失業者や非正規雇用者は、保険料を滞
納しやすいが、「納付意思がなく、滞納あり」の
確率ではなく「納付意思はあるが、滞納あり」の
確率が高くなっており、納付意思があるにもかか
わらず、経済的な見通しが立ちにくいために滞納
してしまうことがわかる。
　第三に、国民健康保険料の納付行動において逆
選択仮説が成立する可能性が示唆された。分析結
果では、主観的健康感の影響は、納付行動のみの
分析においては観察されなかったが、任意加入の
場合の納付意思と組み合わせた分析において、主
観的健康感が良いほど、「納付意思がなく、滞納
あり」の確率が高くなることが観察された13。ま
た、BMIが高くなる場合、「納付意思はないが、
滞納なし」の確率が低下していることから、BMI
が高いほど納付意思が高くなっており、肥満度と
将来の健康不安が関連しているとすると、任意加
入の場合では将来の健康不安が高いものほど公的
医療保険に加入すると考えられる。なお、傷病歴
については、本研究のサンプルサイズの問題とそ
れぞれ傷病経験の割合が小さいために影響を十分
にとらえきれていない可能性がある。
　第四に、これまで先行研究で考慮されなかっ
た、医療保険の知識が納付行動・納付意思に影響
を与えることが観察された。分析の結果、高額療
養費制度の利用経験がある場合、有意に滞納確率
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が低下する。また、高額療養費制度の内容につい
て「良く知っている」もしくは「名前は知ってい
る」場合に、「納付意思はないが、滞納なし」の
確率が低下する。これらの分析結果は、傷病歴や
主観的健康を考慮した上でも観察されており、高
額療養費についての知識が納付行動・納付意思に
影響を与えていることを示唆している。
　以上の分析結果から、政策的含意を述べると以
下のようになろう。
　将来の経済的な見通しが立ちにくい失業者は保
険料を滞納しやすい可能性があることから、既
存の保険料の軽減・減免制度の確実な適用や
制度自体の見直しが必要といえよう14。また非
正規雇用に関しては、保険料の納付意思があるも
のの滞納しやすいことが示されているが、この問
題は、被用者保険の適用拡大を進めて解消してい
く必要がある。
　高額療養費についての知識がない場合では、任
意加入での納付意思はないが、滞納はしない傾向
にある。すなわち、知識の不足により保険料を支
払わないという事態を強制加入で防いでいるとい
えるだろう。その一方で、納付行動および納付意
思についての主観的健康やBMIの影響から逆選択
が生じる可能性も示唆されていた。
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注
１　�短期被保険者証の場合は、窓口での自己負担は

通常の保険証の場合と変わらないが、保険証の有
効期限が通常の保険証の場合より短い。被保険者
資格証明書の場合は、医療機関の窓口でいったん
全額を自己負担する。その後自治体に保険者負担
分（通常は７割）の払い戻しを申請することとな

るが、払い戻しは保険料の滞納分と相殺されるこ
とが多く、滞納が１年６ヶ月以上続くと払い戻し
も制限される。

２　�本研究では医療保険制度に関する知識として、
高額療養費制度を知っているか否かを問うている。
高額療養費制度とは医療費の自己負担限度額を超
えた部分について払い戻しをする制度である。

３　�結城・本田（2008）16）によると、資格証明書の
交付の扱いは、自治体によって異なっており、13
ヶ月以上の滞納で基本的に交付する自治体から、
滞納期間に限らず基本的には交付しない自治体ま
で幅広い。

４　�サンプルは比較的若い女性に限定されている。
５　�生活保護の受給者は、国民健康保険の被保険者

でなくなるため、被用者保険の被保険者あるいは
その被扶養者でない限り、公的医療保険に加入し
ていない。

６　�なお、国民年金の保険料納付についても、仮想
的質問により逆選択が生じているかどうかについ
て検証を行った論文として、塚原（2005b）17）、駒
村・山田（2007）がある。それぞれ予測寿命が、
任意加入での加入意志に影響を与えており、逆選
択が生じる可能性が示されている。

７　�調査の概要は以下のとおりである。

８　�ここでは、短期被保険者交付世帯および資格証
明書交付世帯は含まれていないため、分母を「全
世帯数－短期被保険者証交付世帯－被保険者資格
証明書交付世帯」とし、分子を「滞納世帯数－短
期被保険者証交付世帯－被保険者資格証明書交付
世帯」とした値（平成20年厚生労働省「平成19年
度国民健康保険（市町村）の財政状況等について」
および、および厚生労働省「平成20年度国民健康
保険（市町村）の財政状況等について」より作
成）。

９　�設問としては、「仮に、あなたが現在加入して

調査期間：
2010年03月12日～2010年03月13日

（サンプル数割付のための事前（予備）調査
を含む）

調査対象： 国民健康保険の加入者、被用者保険の被保険
者・被扶養者

調査対象者の年齢： 20歳－74歳

標本の大きさ： 1000

調査項目数： 45

調査会社： ヤフーバリュー株式会社
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いる健康保険や国民健康保険の保険料を支払うか
支払わないか選択できるとします。このとき、あ
なたは保険料を支払いますか？」としている。

10　�BMIは、体重（kg）/「身長（m）の２乗」と
して定義され、一般的にBMIが22の場合を標準体
重としており、25以上の場合を肥満、�18.5未満であ
る場合を低体重とされる。

11　「あなたは、高額療養費制度についてどの程度ご
存知ですか」という設問に対し、
a.�現在利用している、または過去に利用したこと

がある
b.�利用したことはないが、制度の内容について良

く知っている
c.�高額療養費制度があることは知っているが、内

容までは良く知らない
d.�高額療養費制度があることを知らなかった

　　�という選択肢を設定している。そして、aの場合
「利用経験あり」、bの場合「詳細に知っている」、
cの場合「名前だけ知っている」、dの場合「知ら
ない」とおいている。

12　�この結果は、国民年金保険料が若年者で未納確
率が高くなっている結果と異なる。国民年金の納
付は個人単位であるが、国民健康保険は世帯単位
であり、親と同居している若年者の多くにとって
は納付義務者である世帯主がその親であり、滞納
が生じにくくなっているのではないかと考えられ
る。

13　�滞納行動と保険料の納付意思を別々に分析した
田中・四方・大津（2011）18）では、主観的健康感
の影響は観察されなかったが、滞納行動と納付意
思を組み合わせた本稿の分析においては、その影
響が観察された。

14　�なお本調査の終了後、2010年４月からは、倒産
や解雇、雇止め等による非自発的失業者（65歳未
満）を対象とし、本人の申請に基づいて行われる
国民健康保険料の軽減制度が導入された。
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Arrears in Japan’s National Health Insurance Premium

Masato Shikata＊1　Soichiro Tanaka＊2　Yui Ohtsu＊3

Abstract

We identified the factors contributing to the non-payment of Japan’s National Health Insurance premiums, by 
taking into account the counterfactual willingness to pay if the insurance was made voluntary.

We found that, in general, income had little effect but low financial assets weakened the willingness of people to 
pay premiums. Also, unemployed and irregularly employed persons often fell into arrears with their health insurance 
premiums despite their high counterfactual willingness to pay. Thus unstable employment appears to increase the 
arrears by increasing the individual’s economic uncertainty. In addition, adverse selection was observed with respect 
to the subjective health and BMI; poor subjective health encourages the actual payment behaviors, by increasing the 
hypothetical willingness to pay. Finally, arrears in payment were found to be less for those who have the knowledge of 
the “Upper-Limit of the Individual Out-of-Pocket Payment in the National Health Insurance,” even though their 
hypothetical willingness to pay is low. Thus, it is expected that arrears in payment will decline when people are 
informed of the benefits of the upper-limits system in spite of the compulsory participation in Japan’s National Health 
Insurance.

［Keywords］  Japan’s National Health Insurance, non-payment, liquidity constraint, adverse selection, ”Benefits of the 
High-Cost Medical Care of the National Health Insurance”
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抄　　録

　医療技術の経済評価においては、その標準的な方法論は確立してきているが、歴史的な経緯から各国の医療制度が種々
の形態をとっているために、どのように制度の中で活用できるかは、各国の状況に大きく依存する。
　わが国においては、1992年から、新薬の薬価申請時に「医療経済学的評価資料」の添付が認められている。現時点では、
新薬の価格算定における薬剤経済学研究の取り扱いルールが明確でなく、データを提出しても薬価への反映は明確でない。
一方で、世界的には欧米諸国だけでなく、韓国やタイといったアジア諸国でも医療経済評価を活用する国々が現れはじめ、
国際的に見てもわが国の取り組みは残念ながら後れをとっている。
　そこで本調査では、日本における制度的な応用可能性を検討するために、2011年２月から３月にかけて、医療経済評価
を用いている代表的な７カ国（イギリス、スウェーデン、オランダ、カナダ、オーストラリア、韓国、タイ）を対象とし
て、現地の医療技術評価（Health Technology Assessment:HTA）機関への調査を行った。
　調査した主なHTA機関は以下の通りである。（１）イギリス：National Institute for Health and Clinical Excellence

（NICE）,（２）スウェーデン:Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket（TLV, Dental and Pharmaceutical Benefits Board）,
（３）オランダ: College voor zorgverzekeringen （CVZ, Healthcare Insureance Board）,（４）カナダ：Canadian Agency 
for Drugs and Technologies （CADTH）,（５）オーストラリア：Pharmaceutical Benefits Advisory Committee （PBAC）,

（６）韓国：Health Insurance Review and Assessment Service （HIRA）,（７）タイ：Health Intervention and Technology 
Assessment Program（HITAP）。各国のインタビューでは統一した質問票を用いて、主に（１）各国の医療制度・薬価制
度、（２）HTA組織の概要、（３）医療経済評価の実施方法、（４）医療経済評価の政策への活用方法について、事前に作成
した質問紙を用いて半構造化されたインタビューを行った。
　次にそれらの結果を受けて、わが国の制度における医療経済評価の活用方法について、生じうるメリット・デメリット
とともに検討した。我々が検討したのは（１）保険償還や償還範囲の設定、（２）新薬の薬価算定、（３）既収載薬の薬価
改定、（４）ガイダンスでの活用である。
　ただし、本検討における実施可能性等は慎重に考慮しなければならない。今後も医療経済評価の政策への応用に向けて、
継続的に議論を重ねて行く必要があるだろう。諸外国の経験から学ぶべきところは多く存在するはずであり、本調査がそ
のような議論の出発点となりうるものと考えられた。

キーワード：医療経済評価、医療技術評価、NICE、薬価制度、医薬品償還制度

＊１　�国立保健医療科学院研究情報支援研究センター
＊２　医療経済研究機構
＊３　立命館大学総合理工学院生命科学部医療政策･管理学
＊４　東京大学大学院薬学系研究科公共健康医学医薬政策学
＊５　クレコンリサーチ＆コンサルティング株式会社
＊６　国際医療福祉大学薬学部
＊７　新潟医療福祉大学医療技術学部
＊８　名城大学薬学部

背景

　多くの先進諸国では医療技術の高度化や高齢化
の進展にともなって、医療費の増加は社会的な課
題となっている。一方で、かつてのような高い経
済成長率を確保することも難しく、医療資源の制
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約に直面する中で、医療技術の経済性を評価する
ことはその重要性を増してきている。医療技術の
経済評価においては、その標準的な方法論はおお
すじで確立してきているものの、歴史的な経緯か
ら各国の医療制度が種々の形態をとっているため
に、どのように制度の中で活用できるかは、各国
の状況に大きく依存する。
　わが国においては、1992年から、新薬の薬価申
請時に「医療経済学的評価資料」の添付が認めら
れている。しかし、現時点では、新薬の価格算定
における薬剤経済学研究の取り扱いルールが明確
でなく、データを提出しても薬価への反映は明確
でないため、次第に製薬企業側も提出を行わなく
なってきている1）-�3）。
　しかし、世界的には欧米諸国だけでなく、韓国
やタイといったアジア諸国でも医療経済評価を活
用する国々が現れはじめ、国際的に見てもわが国
の取り組みは残念ながら後れをとっている。医療
経済評価には種々の課題はあるものの、医療技術
の「価値」と「価格」を定量的に評価できるツー
ルであり、適切に活用できれば医療における費用
対効果の改善や意思決定の明確化に貢献できるか
もしれない。また、「医療」という分野の特殊性
は慎重に考慮しなければならないが、保険料や税
金という公的な資金が投入されている以上、その
結果得られるであろうアウトカムについて、今後
はいっそうの説明責任が生じることは避けられな
いだろう。
　そこで本調査においては、医療経済評価を政策
に応用している代表的な７カ国（イギリス、スウ
ェーデン、オランダ、カナダ、オーストラリア、
韓国、タイ）を対象として、現地の医療技術評価

（Health�Technology�Assessment：HTA） 機 関
への訪問調査を行い、各国がそれぞれの医療制度
の中でどのように医療経済評価を活用している
か、調査を行った。またその結果を受けて、わが

国の制度における医療経済評価の活用方法につい
て、生じうるメリット・デメリットとともに検討
した。

方法

　2011年２月から３月にかけて、７カ国（イギリ
ス、スウェーデン、オランダ、カナダ、オースト
ラリア、韓国、タイ）のHTA機関を調査し、イ
ンタビューを行った（ただしカナダは電子メール
でのインタビューである）。医療経済評価データ
の意思決定への活用度合いに加えて人口や経済規
模など国としての影響力の大きさを考慮して対象
とする国々を決定した。これら７カ国では一部な
いしは原則すべての医薬品の償還時に医療経済評
価の提出を義務づけており、その情報を医薬品償
還の是非等に活用している。訪問した主なHTA
機関は以下の通りである。（１）イギリス：National�
Institute� for�Health� and�Clinical� Excellence

（NICE）,（２）スウェーデン：Tandvårds-och�läke�
medelsförmånsverket（TLV,� Dental� and�
Pharmaceutical�Benefits�Board）,（３）オランダ：
College�voor�zorgverzekeringen（CVZ,�Healthcare�
Insureance�Board）,（４）カナダ：Canadian�Agency�
for�Drugs�and�Technologies（CADTH）,（５）オ
ーストラリア：Pharmaceutical�Benefits�Advisory�
Committee（PBAC）,（６）韓国：Health�Insurance�
Review�and�Assessment�Service（HIRA）,（７）タ
イ：Health� Intervention� and� Technology�
Assessment�Program（HITAP）。
　各国のインタビューでは統一した質問票を用い
て、本論文の著者たちにより主に（a）各国の医
療制度・薬価制度、（b）HTA組織の概要、（c）
医療経済評価の実施方法、（d）医療経済評価の
政策への活用方法について、事前に作成した質問
紙を用いてインタビューを行った。カナダにも同
様、質問紙を送付した。
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　インタビュー時間は２時間程度、各機関ともイ
ンタビュイーは同時に１～数名程度であった。イ
ンタビュイーは各HTA機関におけるスタッフ、
多くは医療経済評価の専門家であり、医療経済評
価の実施プロセスについては精通していた。イン
タビュー結果はICレコーダーによって記録し、
本研究では音声をテキスト化したものを用いて結
果をまとめた。インタビューを補う形で、文献調
査等の結果も含まれている。
　また、各国で実際にどのような意思決定を行っ
ているか、２つの薬剤を具体例として調査した。
１つは高額な抗癌剤の代表として、転移性腎細胞
癌に対するスニチニブ、もう１つは慢性疾患の医
薬品として長時間作動型インスリン（インスリン
グラルギン、インスリンデテミル）である。スニ
チニブは高額な抗癌剤であり、その治療効果は必
ずしも大きくはないとされる。一方の長時間作動
型インスリンは通常のインスリンアナログと比べ
て価格は高いが、注射や低血糖の頻度を減らすこ
とができる。しかし、有効性は旧来のインスリン
治療と同等とされている。両者は各国の医療経済
評価において課題となることの多い医薬品であ
る。
　日本での政策応用に関する検討は、上記の国外
におけるHTA機関訪問結果を受けて共著者らで
複数回の議論を行い、その結果をとりまとめた。
　為替レートは日銀による裁定外国為替相場

（2011年４月現在）とアメリカ合衆国通貨に対す
る市場実勢相場を用いて算出した4）。それぞれ１
ポンド＝134円、１スウェーデンクローナ＝13円、
１ユーロ＝113円、１カナダドル＝84円、１オー
ストラリアドル＝84円、100韓国ウォン＝7.4円、
100タイバーツ＝271円であった。

結果

１.  各国の医療システム・薬価システムにつ
いて（表１）

（１）イギリス
　イギリスはNational�Health�Service（NHS）と
呼ばれる国営医療によって医療が供給されてお
り、財源は基本的に税である。ただし、国民保険
制度も存在し、NHS財源の20％弱はこの社会保
険料となっている。国民保険制度からは現物給付
を行うNHSと異なり年金や疾病による休業給付、
出産手当金など現金給付がなされる。GPや病院
での診療の他に、歯科や外来処方薬、眼鏡もカバ
ーされている。民間病院での診療などNHSの給
付範囲以上の医療を望む場合は民間保険に加入す
る（医療費に占める割合は３～４％ほど）。
　イングランドでは、現在150前後あるPrimary�
care�trust（PCT）が保健省から予算の配分を受
け、管轄地域内での医療サービスの供給（GPの
確保、病院等との契約など）を行っている5）。PCT�
は保健省のほか、イングランドに10あるStrategic�
Health�Authority（SHA）による管理を受ける。
　イギリスの薬価はThe�Pharmaceutical�Price�
Regulation�Scheme（PPRS）と呼ばれ、製薬企
業は利益率規制を受けるが、薬価収載時の価格は
製薬企業側が決定できる。ただし、値上げ等には
規制があり、また政府から値下げの要請がなされ
る場合もある。原則として５年ごとに改定され、
直近では2009年に新たなPPRSが合意された。
　ただし、現在のキャメロン保守党政権はNHS
の大幅改革を検討しており、PCTやSHAに加え
てPPRSも2013年度末に廃止予定である。これは
利益率を規制するPPRSでは必ずしも価格に「医
薬品の価値」が反映されていないことに対する批
判やNICEによる薬剤の償還制限が課題となって
いるためである。

世界で医療経済評価はどのように用いられているか？　　149
─７カ国の比較調査結果と日本での応用可能性についての検討



（２）スウェーデン
　スウェーデンでは医療の現物給付は税方式であ
り、供給はランスティング（県）とよばれる地方
自治体単位で行われている。一方で、病気による
休業手当などの現金給付の財源は社会保険であ
る。民間保険は休業手当の上乗せ等として機能し
ており、多くが使用者負担である。
　国が薬価を定めるのは通常は外来での処方薬の
みであり、病院内で用いられる医薬品は病院が製
薬企業と交渉して決定する。市場をゆがめること
の懸念から、TLVは薬価の交渉は行わないこと
をポリシーとしており、薬価は、原則として企業
の届け出価格がそのまま認められる。企業が価格
を下げることは容易であるが、価格を上昇させる
場合は、「患者の生命や将来の健康に重大な影響

を与えうる医薬品であること」「価格を上昇させ
ないとスウェーデンの医薬品市場から撤退する危
険性が高いこと」などの条件がありハードルは高
い。2002年の新薬剤給付法により、後発品が存在
する場合、薬局は最も安い価格の医薬品を処方し
なければならなくなった。

（３）オランダ
　オランダは2006年より医療保険を一元化し強制
加入の国民皆保険が成立したが、保険の供給者は
民間企業（保険会社）であり、政府は標準的な基
本給付のパッケージのみを決定する6）。例えば、
基本給付パッケージには代替医療や18歳以上の歯
科治療、ガイドラインに従わない（特に軽度の）
抗うつ剤治療、22歳以上の低用量ピル・IUDなど

イギリス スウェーデン オランダ カナダ オーストラリア 韓国 タイ 日本
GDP�per�capita

（2010,�PPP） 34,920 38,031 40,765 39,057 39,699 29,836 9,187 33,805

GDPにしめる
医療費割合

（2008）
8.7 9.4 9.9 10.4 8.5 6.5 - 8.1

高齢化率
（%�2007） 16.0� 17.4 14.6 13.4 13.1 9.9 - 21.5

主な財源 税金 税金 保険料 税金 税金 保険料 税金、
保険料 保険料

公的医療
保障制度の
給付範囲外

- - 政府により
定められる� 外来処方薬� - - 外来処方薬 -

薬価収載時の
価格決定主体*１ 製薬企業 製薬企業 製薬企業、

政府 製薬企業 政府 政府 製薬企業 政府

海外価格の
参照 なし なし

イギリス、
ドイツ、フ
ランス、ベ
ルギー

フランス、ドイ
ツ、イタリア、ス
ウェーデン、ス
イス、イギリス、
アメリカ

イギリス、
ニュージーランド なし なし

アメリカ、イ
ギリス、フラ
ンス、ドイツ

医療費の
自己負担 なし

１回の診察あたり100
～200クローナ、入院
時の上限は１日80ク
ローナ。年間900クロ
ーナが上限。

免責金額が
170ユーロ

（2011年）
なし

GPや公立病院（入院・
外来）は無料。民間
病院は点数のうち入
院75%、外来85%が給
付される。*２

外来30%、入
院20%。65
歳以上やが
んなど一部
疾患は10%。

なし 30％。高齢者
は10～20％。

薬剤費の
自己負担

１薬剤7.1ポ
ンド（2008
年）の定額
払い。

処方薬は年間900クロ
ーナまで100%自己負
担。次第に自己負担率
が減り、4300クローナ
を超過した分は無料。

同上

入院薬は無料。
処方薬は州や民
間保険により異
なる*３。

処方あたり34.2オース
トラリアドル、高齢
者などは5.6オースト
ラリアが上限。*４

同上 同上 同上

表１　各国の医療制度の概要

＊１：一定の規制（価格規制・利益率規制等）の下で製薬会社の申請価格を薬価とする場合は、「製薬企業」とした。
＊２ ： ただし医師からの請求額と償還価格の差は自己負担である。追加費用を取らない場合をBulk billingと呼び、診療所や病院ごとにどちらの支払

いか（追加費用を取るか、取らないか）に分かれている。
＊３： 例えばOntario州の高所得高齢者は免責が年間100カナダドル、その後は１処方ごとに6.1カナダドルとなっている。
＊４： 自己負担の上限が1317.2オーストラリアドル（11万円）に達した場合、以降は, 5.6オーストラリアドルとなる（高齢者等は336ドル以降は

無料）。
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の避妊治療は含まれていないので、それらをカバ
ーするためには民間保険を購入する必要がある。
追加給付の範囲等については各民間保険会社によ
ってばらつきがある。保険料は定額部分（約1100
ユーロ/年）と所得比例部分（被用者約６％）か
らなり、定額部分は保険者によって保険料が異な
っている。定額部分は各民間保険者に直接納めら
れるが、所得比例分はCVZを通じて民間保険会
社間のリスク調整（加入者のリスク構造に応じた
再配分）に用いられる。
　オランダでは病院内でのみ用いる医薬品は、統
一した薬価はつけず、病院と卸（ないしは製薬企
業）との交渉で決定する。通常の医薬品は包括払
いの枠内に入るが、高額な医薬品は包括の外に位
置づけられる。
　一方で外来医薬品は、以下のように区分され薬
価が定められる（図２）。代替可能な薬剤がある
場合はList�1aに分類され、これらは参照薬価と

なる。参照価格はイギリス、ドイツ、フランス、
ベルギーの４カ国の薬価に基づき政府が決定す
る。一方で、代替可能な薬剤が存在しない場合
は、List�1bに分類され自由価格である。上市後
に価格を変化させてもよい。List�1bに収載した
い場合は（a）Therapeutic�value（治療上の価
値）、（b）Cost-effectiveness（費用対効果）、（c）
Budget� impact（予算規模）を提出しなければな
らない。適応や使用法に特殊な条件のついたもの
はList�２となる。例えば腎細胞がん治療薬のス
ニチニブはList�1bでありかつ2006年にはインタ
ーフェロン後の二次治療として使用すべき、とい
う条件がついていたのでList２とされる。
　類似薬が登場すると、新たに参照価格のカテゴ
リーが定められ、List�1bからList�1aに移行する。
List�1bの間は高額であるがList�1aに入ると一般
的に値段が下がることになる。

（４）カナダ
　医師の提供するサービスに対して、カナダには
税方式による“Medicare”と呼ばれる医療保障
制度がある。ただし、単一のシステムではなく州

（province）と準州（territory）ごとにプランは
異なっている。病院用医薬品はCanada�Health�
Actに基づきMedicareでカバーされるが、処方薬
はMedicareによってカバーされないため、多く
の人々（約55％）は民間保険を通して処方薬にア
クセスしているが、各州では処方薬を提供する公
的保険も提供している。ただし、アルバータ州や
ブリティッシュ・コロンビア州のように希望者に
はdrug�planを提供している州とオンタリオ州の
ように条件を満たす集団（65歳以上など）にのみ
drug�planを提供している州がある7）。また連邦レ
ベルでは、原住民や退役軍人、連邦警察官などを
対象にした処方薬のプランも存在する。
　薬価は原則として、製薬企業が決定できるが、

図１　ヨーロッパにおける医療経済評価の活用状況

■原則すべて/一部の医薬品
で償還のために医療経済評
価の提出が必須の国

■医療経済評価が医薬品償還
時に任意提出できる、ない
しは要求されることがある
国
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連邦政府は過剰に高額（excessive）でないか規
制している。過剰に高額かどうかの評価は、the�
Patent � Med ic ine � Pr i ces � Rev iew� Board

（PMPRB）が行う。PMPRBは、用量変更等の場合
（category� １）や類似薬のある新薬（category�
３）は既存の医薬品との比較、類似薬のない新薬

（category�２）は、７カ国（フランス、ドイツ、
イタリア、スウェーデン、スイス、イギリス、ア
メリカ）の中央値と比較して判断する。

（５）オーストラリア
　オーストラリアにも、医師サービスを償還する
単一の“Medicare”と呼ばれる医療保障制度が
あり、メディケア税（Medicare� levy�1.5%）と一
般財源をもとにした税方式である。一方で医薬品
はPharmaceutical�Benefit�Scheme（PBS） に よ
って提供されている。医師の提供するサービス価
格は自由に設定可能であり、メディケアでは償還
額が定められているだけである。そのため、請求
額と償還額の差は自己負担となる。メディケアで
カバーされるものに関しては原則的に民間保険の

適用が認められていないが、民間病院の入院料等
はメディケアでなく民間保険でカバーされる。
　PBSにおける薬価はPharmaceutical�Benefits�
Pricing�Authority（PBPA）によって決定される
が、PBACも費用対効果の検討過程で一定の影響
力を持っている。PBACで評価された価格を上昇
させることはできない。PBPAはcost�plus�method

（原価＋マージンにより価格を決める）、参照価
格、weighted�average�monthly� treatment�cost

（WAMTC、治療費用を考慮した参照価格）等に
よって、推奨価格が決められ、価格交渉が行われ
る。また、あらかじめ予定していた売上げ高を超
えた場合、一定額の払い戻しを要求するような
Risk�Sharingの枠組みもしばしば要求される。

（６）韓国
　韓国は社会保険方式を採用している。1960/70
年代以降に医療保険の整備が開始された後に、強
制加入の範囲が拡大していき、1989年には国民皆
保険を達成した8）。以前は日本と同じように中小
の保険者が分立していたが2000年から医療保険が

図２　オランダの薬価分類

・治療上の価値
・費用の予測
・効率性
・４年後の再評価

GVZ（Geneesmiddelenvergoedingssyteem, Medicine reimbursemement system）

入院用医薬品

高額高額でない

医薬品卸や製薬企業と価格交渉

DRG＊に
含まれない

DRG＊に
含まれる

代替薬あり 代替薬なし

外来医薬品

処方条件付

参照価格 自由価格 1aか1bかに
よって決まる

List 1a List 1b List 2

・治療上の価値
・費用対効果
・Budget impact

＊：オランダ版のDRGはDBC
（diagnose-behandeling-com
binatie : diagnosis-treatment-
combination）と呼ばれる。 
１件あたりの包括支払い方式。
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National�Health�Insurance�Corporation（NHIC）
に一元化されることとなった。「職場加入者」と

「地域加入者」に大別されるが、職場加入者の場
合保険料は労使折半である。
　医薬品は日本の支払基金に該当するHealth�
Insurance�Review�Agency（HIRA）が審査を行
い償還の可否を決定する。HIRAにより償還が認
められると、NHICとの交渉により薬価が決定さ
れる。交渉がまとまればMinistry�of�Health�and�
Welfare（MoHW）により認められるが、NHIC
と企業との間での価格交渉が不調に終わった場
合、重要な医薬品についてはMOHW（保健省）
のDrug�Reimbursement�Coordination�Committee
で調停がなされ、償還価格が決まる。

（７）タイ
　タイでは以下の３つの医療保障制度によりすべ
ての国民がカバーされている。（a）Social�Security�
Scheme（SSS）：民間の被用者（人口の約13%）
のための制度。保険料方式で、被用者本人のみが
加入できる。（b）Civil�Servant’s�Medical�Benefit�
Scheme（CSMBS）：公務員とその家族（12%）が
対象であり、財源は税金。（c）Universal�Coverage�
Scheme（UCS）：上記２保険に加入していない人
を対象とした制度であり、人口の約74％がカバー
されている。財源は税金である。当初は「30バー
ツ制度」と呼ばれ、自己負担が存在したが2006年
の政変後に自己負担はなくなった。
　薬価は基本的に製薬企業が決めるが、原則とし
て必須医薬品リスト（National�List�of�Essential�
Medicines:�NLEM）に掲載されたもののみが償
還の対象となる。ただしUCSおよびSSSでは１人
当たりの給付額に上限が設定されているため、収
載医薬品でも高額なものの処方が制限される傾向
がある。一方CSMBSは出来高払いのシステムを
とるため、医療上の必要があると医師が認めた際

にはNLEM非収載の医薬品も使用できる。また
処方薬はカバーされない。

2.  各国のHTA組織と医療経済評価の活用方法
（表２）

（１）イギリス
　 イ ギ リ ス のNICEは1999年 にNHSのSpecial�
Health�Authorityの一つとして設立された9）。
NICE設立の背景にはNHSが提供する医療サービ
スの地域差が大きいことへの不満があった。そこ
でブレア政権におけるNHS改革の中で、医療へ
の平等なアクセスを保障すること、標準的な治療
を定めること、同時に限りある医療資源の効率的
利用を促進することなどを目的として設立された。
　2009年はNICE全体で予算が約6000万ポンド

（約78億円）うち、医療技術評価は約８％（６～
７億円）。90％以上が保健省から（2009年は約
5500万ポンド）のファンドであり、それ以外も原
則として公的な資金により運営されている。
　NICEでは有効性・安全性に加え医療経済性も
考慮して、NHSでの使用を（a）推奨する、（b）
制限付きで推奨する、（c）推奨しないのいずれか
の勧告を行う。NICEの勧告には拘束力はないが、
推奨された医薬品に関しては、ガイダンスを施行
しなければならないとの規定がある。一方で推奨
されなかった医療技術は予算措置が講じられない
ため実質的に使用するのが困難になる。そのた
め、訴訟となったアルツハイマー治療薬「ドネペ
ジル」のように医薬品へのアクセスが課題となる
ことも多い。分子標的治療薬に代表される高額な
抗癌剤治療も否定的な勧告が多く出されており、
そのアクセスが問題となっている。
　NICEのガイダンスには複数の医療技術を評価
するMTA（Multiple�Technology�Appraisal）と
単一医療技術の単一適応に対して評価するSTA
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（Single�Technology�Appraisal）の２種類が存在
する。MTAは外部の専門家が評価等を行うが、
STAは製薬企業が評価を提出したものを専門家
がレビューする。標準的なプロセスでは最終ドラ
フトの公開までMTAは約52週、STAは約34週と
されている。対象はすべての医療技術ではなく、
疾病の負担（burden�of�disease）や資源への影響

（resource� impact）等を考慮して保健省によって
決定される。トピック選定の初期段階ではNICE
も関与する。
　2009年１月からは、新たなPPRSの仕組みが開
始され、その中で「弾力価格制」（Flexible�Pricing）
と「患者アクセス保障」（Patient�Access�Scheme）
と呼ばれる新たな仕組みが導入されることになっ
た。弾力価格制は、市販後の新しいエビデンスや

適応の拡大によって薬価を上下することを可能に
するものである。NICEによって評価され費用対
効果上の問題をクリアすれば、１回に限り最大30
％まで薬価の上昇が認められる。
　一方の患者アクセス保障は費用対効果上の問題
によって、ガイダンスで使用が推奨されないおそ
れがある際に、患者のアクセスを確保するための
措置であり、うち支払い調整方式（Financially-
based�Schemes）では薬価はそのままに値引きや
NHSへの払い戻しを行うことにより、実質的な
価格を下げてNHS内での使用を可能にすること
を目指している。例えば、転移性大腸癌（first-
line）におけるセツキシマブでは患者一人当たり
価格の16％を払い戻すこと（TA176）との条件
付で使用が推奨されている（表３）。

イギリス スウェーデン オランダ カナダ オーストラリア 韓国 タイ 日本
HTA組織 NICE TLV CVZ CADTH PBAC HIRA HITAP なし

設立年 1999� 2002�（2008に
TLVに改組） 1999� 1989 �（2006に

CADTHに改組） 1954� 2000� 2007� N.A.

予算 500万ポンド
（約７～８億円）

9000万クローナ
�（約12億円）

500万カナダドル
（約４億円）

1400万オース
トラリアドル
（約13億円）

2000万タイバーツ
（約5400万円） N.A.

（組織全体で
の予算）

6000万ポンド
（約78億円）

5000万ユーロ
（約50～60億円）

2300万カナダドル
（約20億円）

主な財源 公的な資金 公的な資金 公的な資金 公的な資金 公的な資金*２ 公的な資金
タイ政府、世界
銀行、WHO、
NGOなど

N.A.

活用方法 償還の是非
�（一部は償還価格） 償還の是非 検討中 償還の是非 償還の是非 償還の是非 償還の是非 位置づけ

が不明確

分析主体 STAは製薬企業、
MTAは外部の専門家 製薬企業 製薬企業 製薬企業 製薬企業 製薬企業 HITAP 製薬企業

対象となる
医薬品

一部の医薬品（保健省
により定められたもの）

原則すべて（外
来薬が中心*１）

List�１b
医薬品�

原則すべて（た
だし、院内薬、抗
癌剤は除く*３）

Tier１以外 原則すべて
一部の医薬品

（NELM委員会
からの依頼）

任意提出

既存薬の評価 あり あり なし なし なし （事実上）
中止 なし なし

義務化（ない
しは評価開始）

された年
1999 2002 2005 2002�（CDR） 1993 2007 2007 （1992）

評価に要する
期間

MTAは約52週、STA
は約34週 180日以内

医療経済評価は
おおむね100時
間以内

19�～25週
全 体 で17週、
経済評価関連
で９週程度

150日 モデル分析は
６ヶ月程度 　

閾値 20,000～30,000ポンド
/QALY

（目安として�40万
クローナ/QALY）

（目安として�１万～
８万ユーロ/QALY） - -

（目安として�
2,000万ウォン�
20mil/QALY）

100,000バーツ/
QALY

表２　HTA組織の概要

＊１   ： 原則として院内で用いる医薬品には薬価をつけないが、TLVに申請して薬価の評価を受けることも可能である（例：ボルテゾミブ、トラスツ
ズマブなど）。ただし、一般的に薬価をつけたからといって医療機関との交渉で有利になることはない。

＊２： 製薬会社は、PBACのレビューに対して費用を支払う。ただし利益相反の問題を回避するため、直接PBACには支払わず、財務省経由でやり
取りがなされる。

＊３：抗癌剤はCADTHではなくpan-Canadian Oncology Drug Review （pCODR）が行う。
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　また、PPRSの期限が切れる2014年以降に、
PPRSを廃止し“Value-based�pricing”と呼ばれ
る仕組みを導入することが表明されている10）,11）。
詳細なシステムは未定であるが、NICEの勧告に
よって医薬品のアクセスが絶たれるのは問題であ
るとし、すべての医薬品について費用対効果が良
好な水準で薬価をつけることを目指している。そ
のために、すべての医薬品の薬価が閾値を下回る
ように設定することを検討している。

（２）スウェーデン
　2002年にLFN（Läkemedelsförmånsnämnden,�
Pharmaceutical�Benefits）として設立され、歯科
領域も対象に加わることにより2008年にTLVに
改組された12）,13）。医薬品の公費償還（補助金の提
供）の可否を評価している。2002年10月１日から
施行された新薬剤給付法では、償還を申請する際
には医療経済データを提出することが義務化され
ており、TLVの評価を元にPharmaceutical�Benefit�
Boardが償還の是非を勧告している。予算は約
9000万クローナ（約12億円）。100％政府からの予
算である。
　TLVでは償還を希望するすべての医薬品は経
済評価を提出しなければならない。TLVでは製

薬企業側が提出したデータを評価し、最終的に
Pharmaceutical�Benefit�Boardによって公的償還
の可否（補助金を出すか）の有無が決定される。
償還すべきでないとされた医薬品は政府の補助金
の対象となるリストに載らない。ただし、医薬品
庁から医薬品としての承認を受けていれば、自治
体の裁量で償還することは可能である。これらの
プロセスはEUの規定により、医薬品承認から償
還まで180日以内に完了しなければならない。
　処方薬は以下の３条件を満たすときにのみ償還
される。（a）“the�human�value�principle”（すべ
ての人間が平等に取り扱われる、年齢や人種、性
別等による差別を受けない）、（b）“the�need�and�
solidarity�principle”（重症度の高い人は優先的に
償還される）、（c）“the�cost-effectiveness�principle”

（費用対効果のよい医薬品を償還する）。
　原則として費用対効果の悪いものは償還されな
いが、しばしば適応や患者集団を限定して償還が
認められる。また使用制限ではなく、定められた
期間内に製薬企業が有効性や費用対効果を示さね
ばならなかったり、一定期間のみ償還が受けられ
る場合もある。ただし、費用対効果が良好でなく
ても病気の重症度等や代替治療の有無等が考慮さ
れて、償還対象となることもある。

年 No 薬剤名 適応 内容
2007 TA129 ボルテゾミブ 多発性骨髄腫 CRないしPRに至らない場合はその費用をNHSに払い戻す
2008 TA155 ラニビズマブ 加齢性黄斑変性症 14回以上の投与はメーカー負担
2008 TA162 エルロチニブ 非小細胞性肺癌 ドセタキセルと同等の価格なら使用を推奨
2009 TA171 レナリドマイド 多発性骨髄腫 26サイクル以上の費用はメーカー負担
2009 TA176 セツキシマブ 転移性大腸癌 価格を16％払い戻す
2009 TA180 ウステキヌマブ 尋常性乾癬 90mgバイアルを45mgバイアルと同等の価格で提供
2010 TA185 トラベクテジン 軟部肉腫 ５サイクル以上はメーカー負担
2010 TA186 セルトリズマブ 関節リウマチ 開始12サイクルはメーカーが無料で提供する
2010 TA192 ゲフィチニブ 非小細胞性肺癌 合意された固定価格で提供する
2011 TA215 パゾパニブ 転移性腎細胞癌 12.5％の割引。将来の臨床試験結果に基づいて払い戻す

2011 TA218� アザシチジン 骨髄異形成症候群/
�慢性・急性骨髄性白血病 合意された割引価格で提供する

2011
TA220
TA225
TA233

ゴリムマブ
乾癬性関節炎
関節リウマチ
強直性脊椎炎

100mgを50mgと同等の価格で提供

2011 TA221 ロミプロスチム 免疫性血小板減少性紫斑病 合意された割引価格で提供する

表３　支払い調整方式が適用された薬剤
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　新規償還薬だけでなく2002年以前に償還が決定
された既存治療に関しても、課題のありそうな疾
患領域を特定して再評価（Reimbursement�review）
を行っている。現在は９領域（偏頭痛、高血圧、
糖尿病、高脂血症、うつ、胃腸薬など）が完了し
ており、例えばH2ブロッカーや、先発品のSSRI、
第１選択としてのARB（アンジオテンシン受容
体阻害薬）やDPP４阻害薬は償還されない。ま
たスタチン剤では後発品のシンバスタチンが第一
選択薬であり、先発品のプラバスタチンやシンバ
スタチンは使用が認められない。アトルバスタチ
ンやロスバスタチン、エゼチミブも第２選択以降
のみ償還される。

（３）オランダ
　1949年に設立されたCAV（Commissie�van�Advies�
voor�het�Ziekenfondswezen）を前身とし、1999
年にCVZ（College�voor�zorgverzekeringen）に
改組された12）,13）。標準的な給付パッケージの管理
やリスク調整、無保険者（思想・宗教上の理由で
加入を拒否する人々など）の管理を行っている。
CVZ全体で約5000万ユーロ（約50～60億円）。財
源はすべて公的なものである。
　医療経済評価は2002年から提出が可能であった
が、List�１bの医薬品に関しては2005年に提出が
義務化された。ただし、（a）EMAがオーファン
ドラッグと認めたもの、（b）年間500,000ユーロ
を超えないもの、（c）therapeutic�valueが同等
で、追加費用が生じないもの、は対象外となる。
CVZでは製薬企業の提出した評価に対して簡易
なレビューを行っている。有効性も含めて評価期
間は約100～200日、医療経済評価はおおむね100
時間以内とされている。
　また、DRGからはずれる高額な入院医薬品に
ついては、４年後にtherapeutic�valueやbudget�
impact,�cost-effectivenessなどを再評価しなけれ

ばならない。2011年５月にはじめて再評価が行わ
れる医薬品が登場する。
　現在のところは提出される情報を収集中であ
り、医療経済評価を直接の意思決定には用いてい
ない。現状では費用対効果が悪い医薬品も受け入
れている。高額な入院用医療品については2011年
５月以降、順次４年間の再評価が完了してくるの
で、どのような意思決定を行うかを検討している
ようである。
　また、pharmacotherapeutic�compassと呼ばれ
る簡易なガイドライン（日本の添付文書に近い）
の中に、アドバイスとして経済的（価格面）での
表現が含まれることがある。例えば、スタチン剤
では「データの不足を考慮すると、シンバスタチ
ンないしはプラバスタチン以外は、使用を推奨し
ない。また価格を考慮するとシンバスタチンから
治療を開始することが好ましい」14）とされてい
る。

（４）カナダ
　CCOHTA（Canadian�Coordinating�Office� for�
HTA）は1989年に設立され、2006年にCADTH

（Canadian�Agency�for�Drugs�and�Technologies）
に改組された。CADTHは種々の活動を行ってい
るが、システマティック・レビューや医療経済評
価等により新規医薬品をdrug� listに含めるべきか
どうかを検討するCDR（Common�drug�review）
は2002年から開始された15）-17）。CDRの設立以前
は各州・準州が独自に医薬品をdrug� listに含める
かどうか評価していたが、評価の重複による無駄
をなくし、質の高い評価に各州がアクセスできる
ようにするために開始された。ただしケベック州
は参加していない。CADTH全体で2300万カナダ
ドル（約20億円）、うち500万カナダドル（約４億
円）がCDRの予算となっている。CADTHの収入
は連邦政府や各州・準州からの資金による。
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　メディケアによってカバーされ、連邦政府によ
ってファンドされる病院用医薬品は対象外。新薬
や適応拡大した医薬品で、製薬企業やthe�Advisory�
Committee�for�Pharmaceuticals�（ACP）、各州の
Drug�Plansが提出ないし要求するものが評価の
対象となる。Drug� listsにのせるためには必ずし
もCDRの評価が義務づけされてはいないが、た
いていの医薬品はCDRの評価を要求される。
　ただし、CDRは抗癌剤のレビューは行わず、
入院用・外来用ともにpan-Canadian�Oncology�
Drug�Review�（pCODR）がその役割を担ってい
る。ただし、経口抗癌剤はCDRがレビュー等を
行うが、企業はpCODRにデータを提出し、推奨
等もpCODRが行う。原則として病院用医薬品は
メディケアでカバーされるが、病院用医薬品のフ
ォーミュラリーは病院ごとに決定されるため、特
に高額な抗癌剤の使用状況などは同一州内でもば
らつきが大きいことが背景にある。（もともとは
2007年Joint�Oncology�Drug�Reviewが開始され
た。これはオンタリオ州にある既存の抗癌剤レビ
ュープロセスに各州が参加した試行的な取り組み
だった）
　一般に２人の臨床研究者と、２人の薬剤経済学
の研究者からCDR�review�teamが構成され製薬
企業の提出した医療経済評価のレビューを行う。
標準的なプロセスでは19～25週（94～124�business�
days）とされている。
　CDRのレビューは公的なdrug�planにおけるフ
ォーミュラリー作成の意思決定をサポートするこ
とが目的である。CDRのレビューに基づき、最
終的な勧告はCanadian�Expert�Drug�Advisory�
Committee（CEDAC）が行う。この勧告に各州
が従う法的な義務はないが、90％以上の医薬品で
勧告と実際の意思決定が一致していると報告され
ている17）。

（５）オーストラリア
　PBACは有効性や経済性のデータを考慮して、
薬価を決定するPBPAにPBSに収載すべきかどう
かの勧告を行っている18）,19）。予算は1400万オース
トラリアドル（約13億円）で、財源は政府からの
資金による。他国の独立したHTA機関と異な
り、DoHA�（Department�of�Health�and�Aging）
の下部組織である。
　PBACでは世界で最も早く1993年から、償還を
受けるためには医療経済評価の添付が必須であっ
た。ただし、効果が同等で費用最小化が適応され
るtier１の医薬品については費用のみのデータで
よい。PBACが否定的な評価を行った場合、原則
としてPBSには収載されないが、最終決定は保健
大臣が行うのでニコチンパッチやバイアグラのよ
うにポジティブな評価でも収載されないこともある。
　製薬企業から提出された経済評価は、外部の専
門家によりレビューされ“detailed�comments”
が付与される。これらは、さらにPBACのEconomic�
Sub-Committeeによりレビュー等がなされ、最終
的にPBACからの勧告が出される。評価期間は全
体で17週、経済評価関連で９週程度である。
PBACからポジティブな勧告が出された場合は、
PBPAにより薬価が設定される。

（６）韓国
　HIRAは保険者の一元化にともない2000年に設
立された日本における支払基金に相当する組織で
ある。加えて、薬剤経済評価データ等を用いて新
規医薬品を償還リストに含めるべきかの決定を行
っている20）,21）。新規有効成分を含む医薬品につい
て、HIRAの内部組織・Drug�Benefit�Coverage�
Assessment�Committee�（DBCAC）�が保険償還の
可否を評価する。とくに経済評価のレビューは、
DBCAC内のEconomic�Sub-Committeeが担当す
る。150日以内に評価結果を提出する。
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　韓国では2007年からpositive� listing�system�（P�
LS）が導入され、新規化合物含む新薬について、
経済評価データの添付が必須となった。HIRA
は、製薬会社の提出したデータを評価し、保険償
還の可否を判断している。ただし、償還の可否は
経済評価だけでなく、他の側面も含めて総合的に
判断している。
　また、同時にすべての既存薬の再評価も行う計
画もあり、スタチン剤などの脂質低下剤（21成
分）と偏頭痛治療薬（11成分）がパイロット的に
評価された。しかし、すべての既存薬の評価は非
常に大きな労力を要するため、再評価は事実上中
止していると考えられる。

（７）タイ
　タクシン政権下での国民皆保険導入などによ
り、医療資源の効率性への関心が高まり、2007年
にHITAPが設立された22）,23）。予算は2000万タイ
バーツ（約5,400万円）、財源はタイ政府や世界銀
行、WHO、Global� Development� Network�

（NGO）からも資金を受けている。
　NLEMへの収載の可否を評価する際に、NLEM
委員会がHITAPに費用対効果の評価を必要に応
じて依頼する。製薬企業ではなく、HITAP自身
が経済評価を実施し、それらの評価結果をもと
に、収載の適否を決定している。一般的にHITAP
が否定的な評価をしたものに関してはNLEMに
含まれないことが多いが、肯定的な評価をしたか
らといってNLEMに収載されるとは限らない。

　転移性腎細胞癌に対するスニチニブと長時間作
動型インスリン（インスリングラルギン、インス
リンデテミル）に対して各国がどのような対応を
とっているか、その結果を表４にまとめた。
　長時間作動型インスリンはオーストラリアやオ
ランダ（のガイドラン）では１型糖尿病にのみ推

奨している一方で、イギリスやスウェーデンでは
２型糖尿病患者にも第２選択薬として推奨してい
る。カナダでは１型糖尿病にも推奨していない。
　一方で転移性腎細胞癌は生命に関係する疾患で
あり、かつ満足できるような代替治療法が存在し
ないため、スニチニブは状況としてより難しい。
イギリスやオーストラリア、カナダのオンタリオ
州では医薬品価格を下げることを条件に使用を推
奨している。
　また、各国の医療経済評価ガイドラインは表５
に示した。

考察

　各国での医療経済評価の政策利用方法をふまえ
て、以下の４場面においてわが国における活用方
法について検討し、メリット・デメリットを整理
する。我々が検討したのは（１）保険償還や償還
範囲の設定、（２）新薬の薬価算定、（３）既収載
薬の薬価改定、（４）ガイダンスでの活用である

（表６）。ただし、対象となる医薬品の範囲をどの
ように設定するか、また提出が義務的か、任意提
出かは医療経済評価を用いる枠組みに応じて検討
が必要になる。

（１）保険償還や償還範囲の設定
　医療経済評価の活用方法として一般的なのは、
保険償還の是非や償還範囲の決定に用いることで
あろう。通常は保険償還時に経済評価を行い、費
用対効果の悪いものは「保険償還しない」「一部
の患者集団にのみ償還を認める」「使用方法を制
限して償還する」「薬価の引き下げ」等の措置を
とることが多い。ただし、経済評価の結果のみを
考慮して上記の意思決定を行うことはまれであ
り、通常は疾患の重症度や医療資源配分の公平性
など種々の要因が考慮される。
　このような措置のメリットとしては、費用対効
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療や公的保険の枠組み内で使用されることがあげ
られる。
　近年課題となっているような「高額な医療技
術・薬剤」や「医療費への影響の大きな医療技術・
薬剤」の使用を、有効性の高い集団に限定するな
どもしやすい。費用対効果に課題のある医薬品が
償還されなければ、費用対効果を改善するように
薬価が低く設定されることも期待もできる。
　一方で、このような仕組みは医薬品のアクセス
制限が生じうるため、患者や医療従事者からの視

果の悪い医療技術・医薬品は償還されないため、
費用対効果のよい医療技術・医薬品のみが公費医

表5　医療経済評価ガイドラインの概要
イギリス スウェーデン オランダ カナダ オーストラリア 韓国 タイ

年 2008 2006 2006 2006 2008 2006 2008
推奨される

分析法 CUA CUA CUA,�CEA（CUAが
当てはまらない場合）

CUA,�CEA（CUA
が不適切な場合） CUA CUA,�CEA（CMA） CUA

分析の視点
NHS、personal�
social� services�

（PSS）
社会の立場 社会の立場 公的な医療

システム 社会の立場 社会の立場 社会の立場

生産性費用 含めない 含める 含める 含めない 含めない 含めない 含める

比較対象 Relevant�ones*１ appropriate�ones standard�ones*2. appropriate�
ones�*３

Most�replaced�
one�*４

Most� commonly�
used�one

Most� commonly�
used�one

割引率 3.5%*５ ３% ４%�（費用）,�
1.5%�（効果） ５% ５% ５% ３%

感度分析
（割引率） ０～６% ０～５%,�３%（費

用）・０%（効果） - ０%,�３% ０%�（効果のみ、
費用と効果両方） ０%,�３%,�7.5% ０～６%

＊１：NHSにおける最善の日常診療や適切な治療がない場合は自然経過
＊２：有効性が証明されており、日常診療において第一選択とされる治療法
＊３：最も一般的でよく用いられる治療で、新たな治療により置き換るであろうもの
＊４：PBSが償還した場合、新たな治療によって最も置き換わるであろうもの
＊５：30年をこえる分析についてはアウトカムの割引率を1.5%とする。

1.�保険償還や償還範囲の設定 償還の有無、範囲などの決定
2.�新薬の薬価算定 （a）�加算要件に加える

（b）�加算率を評価する
（c）�薬価を評価する

3.�既収載薬の薬価改定 （a）�薬価の引き下げの免除/軽減
（b）��市販後のエビデンスに応じ

た再算定
（c）��薬効群ごとの再評価

4.�ガイダンスでの活用 臨床家や患者の意思決定を支え
るためのガイダンス

表6�　医療経済評価の活用方法として�
考えられるもの

長時間作動型インスリン
（糖尿病）�

イギリス １型は推奨、２型糖尿病は条件付き*１

スウェーデン １型は推奨。当初は２型糖尿病は償還されず、現在は制限付きでも償還*２。
オランダ ２型糖尿病には制限付きでの使用を勧告*３

カナダ １型・２型ともに推奨せず。
オーストラリア １型では償還。２型は償還せず。

日本 １型・２型ともに償還

スニチニブ
（転移性腎細胞癌）

イギリス 償還する�（ただし、１サイクル目は無料、かつend-of-lifeの特例適応）
スウェーデン 費用対効果は悪いが、償還する

オランダ 償還
カナダ second-lineは推奨しない。オンタリオではfirst�lineで推奨（ただし価格を下げる条件）

オーストラリア 価格を下げる条件で償還*４

日本 償還

表4　薬剤における意思決定の例

＊１： （a）インスリン注射に補助が必要な患者（b）低血糖によりライフスタイルに大きな制約を受けている患者（c）経口治療薬に加えて１日２回
の基礎インスリンの注射が必要な患者。

＊２： 既存のインスリン治療では低血糖等により治療が難しい場合second-line以降の薬剤として認められる。
＊３： Pharmacotherapeutic compassには以下のような記述がある。「通常のヒトインスリンアナログより特に夜間低血糖を減少させるが、価格が

２倍以上高いので通常のインスリンで夜間低血糖の問題が発生する患者にのみ制限して投与すべきである」
＊４： 当初PBACはICERが高すぎる（AUD75,000 ～ 105,000 per LYG）ためPBACは否定的な勧告を出した。新たなデータをもとに、2008年３

月に再解析データを提出したが、やはりはAUD75,000 ～ 105,000 per QALYであり、高額すぎるため認められなかった。同年７月に価格を
引き下げること、ECOG performance status ０ or １の患者のみに投与することを条件に認められた。
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点からは必ずしも望ましくないだろう。例えばイ
ギリスのNICEでは、高額な抗癌剤などに否定的
な見解が多く出ているため、NICEが抗癌剤のア
クセスを阻害しているという批判は強くある。ま
た、アルツハイマー型認知症治療薬ドネペジルの
ように、NICEによる使用制限が法廷闘争に持ち
込まれるようなケースもあった。
　ただし、一般的に償還範囲をどこまでにするか
は費用対効果のみによって決定されるわけではな
い。もちろん償還されない医薬品は出てくるもの
の、医療経済評価は要素の一つでありその範囲は
種々の線引き方法によって変化する。

（２）薬価の設定：新薬の薬価算定
　新薬の薬価算定時に医療経済評価を用いる場
合、現行の薬価制度のなかで次の３つの使用方法
が考えられる。（a）加算要件に加える、（b）加
算率を評価する、（c）薬価を評価する、である。
医療経済評価は医薬品の価格と価値の関係を定量
的に捕らえることができるツールであり、医療経
済評価を薬価設定に導入することは、“Value�for�
money”（価格に見合った価値）の点から適切な
薬価の設定に寄与することが期待される。また、
そのことは製薬企業に費用対効果を重視した医薬
品開発のインセンティブを与えることにもなるか
もしれない。
　例えば、現行の加算要件に費用対効果の要件を
加えることはできる。費用対効果の悪いものに加
算をすることは、さらに費用対効果を悪化させる
ので避けるべきという立場に立てば、現行の加算
要件「かつ」費用対効果の条件を満たすものに加
算を行うべきである。一方で、現行よりも加算の
つく新薬を増やそうという立場であれば、現行の
条件「または」上記条件とし、条件を満たす医薬
品を増やすべきであるだろう。また、上記条件を
満たすものにはより大きな加算率をつけるという

仕組みも考えられる。
　次に考えられるのが加算率の評価である。類似
薬価方式における有用性（画期性）加算率や原価
計算方式における営業利益率の加算率は、中央社
会保険医療協議会の薬価算定組織における検討を
踏まえて決定されている。しかし、その決定方法
には必ずしも明確な根拠が示されていないとの批
判もなされている。費用対効果のよい医薬品であ
れば、より大きな加算率をつけることは正当化さ
れるかもしれないし、費用対効果に課題のある医
薬品にまで加算を行う（さらに費用対効果を悪化
させる）ことの是非は検討されてもよいかもしれ
ない。
　加算率の設定に医療経済評価を用いるとすれ
ば、費用対効果の良好な医薬品は加算率を割り増
すことが考えられる。製薬企業の希望する加算率
を用いて、医薬品の経済評価を行い費用対効果上
の問題がなければその加算率を受け入れるような
仕組みも考慮できる。
　最後に、薬価の評価であるが、一般的に医療経
済評価を用いて適切な薬価を１円単位で提示する
ことは困難である。医療経済評価を意思決定に用
いている国々は、イギリス、カナダ、スウェーデ
ンのように製薬企業の提示する価格が一定の条件
を満たす場合は、製薬企業の申請した薬価が認め
られることが多い。「申請薬価の承認」と「医療
経済評価による保険償還の是非の判断」に「何ら
かの価格規制（海外価格との比較など）」の組み
合わせは、日本における仕組みとしても考え得る
かもしれない。
　この場合、現行の「類似薬効」「原価計算」の
区分ではなく、「対照薬と同一価格のもの」と

「対照薬と同一価格でないもの」に新規医薬品は
分類されることになるだろう。対照薬と同じ価格
を製薬企業が希望する場合、ないしは同価格しか
支払えないと判断される（現在の制度で加算のな
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い類似薬効方式で算定される医薬品など）場合
は、経済評価等は不要であり、既存の対照薬と同
一価格とする。一方で、対照薬と同一価格でない
ものは、一定の価格規制を満たすメーカーの希望
薬価を評価することになる。
　いずれにしろ市販前にデータが要求される国々
では、製薬企業側が医療経済評価を行い、それを
専門家（アカデミックグループや医療技術評価機
関など）がレビューを行うことが標準的である。
そのため、いずれの方式をとるにせよ、経済評価
の方法（ガイドライン）や費用対効果に優れると
いう判断基準、比較対照の設定などの取り決めな
どが明示的に必要になる。市販前の臨床データの
不足から質の低い分析が提出される可能性もあ�
り24）、それらへの対処方法も課題である。また薬
価算定時に医療経済評価を用いることは評価に時
間を要するため、薬価収載までの期間が延びるこ
とへの懸念もある。そもそも臨床データの量が少
ないオーファンや投与対象人数・売上高の少ない
医薬品については医療経済評価を用いた算定は難
しいかもしれない。
　市販前の治験等のデータのみで得られた分析
は、医薬品の価値を十全に価格に反映できている
とは限らないことにも注意が必要である。

（３）薬価の設定：既収載薬の薬価改定
　現行の薬価制度では既収載薬は２年に１度、市
場実勢価格に応じて改定される。この市場実勢価
格に基づく継続的な改定システムは、製薬企業側
からはこのような措置が「イノベーションを阻害
している」との批判もなされている。しかし、一
方で引き下げシステムが薬剤費の伸びの抑制に貢
献してきた側面は無視できない。このような制度
の中で、現在は平均乖離率よりも低い医薬品は引
き下げが（全額ないし一部）免除されているが、
例えば費用対効果のよい医薬品は改定率を再検討

（軽減など）するような措置も可能かもしれない。
　改定時の医療経済評価の活用方法としてまず考
えられるのが、市販後のエビデンスの活用であ
る。薬価収載時には治験等の限定されたエビデン
スしか存在しない。どのような薬価制度にせよ、
そのような状況下で医薬品の価値を必ずしも十分
に評価できていないだろう。例えばイギリスの
PPRSでは、市販後によいエビデンスが出た場
合、医療経済性に問題がなければ１回に限って30
％までの上昇を認めるとの規定が2009年から盛り
込まれた。このような活用方法は医療経済評価を

「イノベーションの評価」に用いようという政策
目標とも整合性があるだろう。
　市販後のエビデンスを用いて再算定される仕組
み、そして医療経済評価によりその是非を判断す
る仕組みは医薬品の価値を価格に反映させること
だけでなく、市販後の臨床試験を行うインセンテ
ィブともなりうる。一定程度の有用性が示された
医薬品については医療経済性を条件にエビデンス
を価格に反映させることも「イノベーションの評
価」として検討できるかもしれない。
　また、イギリスのNICEやスウェーデンのTLV
は医療費への影響の大きそうな「薬剤」ないしは

「薬剤群」を再評価している。日本においても、
医療費に与える影響の大きな治療薬群は、定期的
にレビューを行い再評価することも考えられる。
個別の医薬品ではなく治療薬群ごとに評価を行う
ため、治療戦略全体での整合性をとりながら検討
できることもメリットの一つである。

（４）ガイダンスでの活用
　諸外国では医療経済評価も含めた医療技術評価
によって、医師や患者向けのガイダンスを作成し
ていることが多い。「ガイダンス」であるから給
付範囲や薬価はいじらずに、最終的な判断は臨床
家にゆだねられる。ただし、フランスのようにガ
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イダンスにしたがっているかどうかをP4P（pay�
for�performance）の仕組みで評価し、「ガイダン
ス」の遵守状況に応じて何らかのインセンティブ
を付与するような仕組みも考えられる。フランス
は償還の段階ではほとんど医療経済評価を利用し
ていないが、医療経済性は一部P4Pの項目として
利用されている。
　このようなガイダンスの形式で医療経済評価を
活用することは、最終的な判断を現場の医師にゆ
だねるため、医師の裁量を損ねることなく柔軟な
対応が可能であることが利点である。ただし、ガ
イダンスを遵守するインセンティブがなければ、
ガイダンスの実効性が保てないことも予測される。

　以上、わが国における医療経済評価の政策応用
について議論を行った。本検討はまだアイデアの
段階に過ぎず、実施可能性等は慎重に考慮しなけ
ればならない。今後も医療経済評価の政策への応
用に向けて、継続的に議論を重ねて行く必要があ
るだろう。いずれにしろ、諸外国の経験から学ぶ
べきところ（学ぶべきでないところ）は多く存在
するはずであり、本調査がそのような議論の出発
点となることを期待する。
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Abstract

There are established methodological frameworks for economic evaluation, but because healthcare systems are 
different among countries and have long histories, economic evaluation has to evolve and adapt to the current 
healthcare system or situation in each country. We surveyed health technology assessment organizations and studied 
the application of economic evaluation to decision-making in seven countries that utilize economic evaluation in their 
healthcare systems（the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, Canada, Australia, Korea, and Thailand）. We 
used a common questionnaire for semi-structured interviews in every country. In these seven countries, the 
healthcare system is tax-based in some countries and funded by social insurance fees in others. Many countries use 
economic evaluation for reimbursement decision-making. While many countries target all drugs or all innovative 
drugs for evaluation, the United Kingdom and Thailand only evaluate selected drugs. Some countries are re-
evaluating listed drugs. In many countries, reimbursement of expensive anti-cancer drugs （such as sunitinib） and 
drugs influential on the budget （such as long-acting insulin） is restricted. Although the experiences in countries 
already using economic evaluation cannot be applied directly to other countries, comparison of their challenges is 
valuable for countries considering the use of economic evaluation.
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　本誌は以下の目的にかなう研究の成果物を広く募集します。原稿の種別は下記の通り医療経済・医療政策に関する「研究
論文」、「研究ノート」、「研究資料」とします。但し、本誌に投稿する論文等は、いずれも他に未投稿・未発表のものに限り
ます。
　なお、投稿にあたっては共著者がある場合は全員の同意を得るものとし、投稿後の採否の通知を受けるまでは他誌への投
稿を認めません。

１．目的	 ①医療経済・医療政策の分野において研究および調査の発表の場を提供する。
	 ②医療経済・医療政策研究の発展を図り、医療政策立案及び評価に学術的基盤を与える。
	 ③医療経済・医療政策の分野において産、官、学を問わず意見交換、学術討論の場を提供する。

２．原稿種別	（1）	「研究論文」：理論的または実証的な研究成果を内容とし、独創的な内容をもつもの。実証的な研究の場
合には目的、方法、結論、考察について明確なもの。

	 （2）	「研究ノート」：独創的な研究の短報または小規模な研究など、研究論文としての基準に達していないが、
新しい知見を含み、学術的に価値の高いもの。

	 （3）	「研究資料」：特色ある資料、調査、実験などの報告や研究手法の改良などに関する報告等で、将来的な
研究に役立つような情報を提供するもの。

	 （4）本誌は上記のほかに編集委員会が認めたものを掲載する。

３．投稿者の学問領域、専門分野を問いません。また医療経済研究機構または医療経済学会の会員であるか否かを問いません。

４．	投稿者は、投稿に際し、本文・図表・抄録を電子メールで送付するとともに、投稿論文の原稿 1 部を郵送してください。
なお、原稿は返却いたしません。

　　	また、投稿者は、「研究論文」、「研究ノート」、「研究資料」の原稿種別の希望を提示することはできますが、その決定は
編集委員会が行うことと致します。

５．原稿執筆の様式は所定の執筆要領に従ってください。
　　編集委員会から修正を求められた際には、各指摘事項に個別的に応え、再投稿して下さい。
　　	編集委員会が修正を求めた投稿原稿について、通知日から 90 日以上を経過しても再投稿されない場合には、投稿の取り

下げとみなします。ただし、事前に通知し、編集委員会が正当な理由として判断した場合はこの限りではありません。

６．	研究費補助を受けている場合は、ファンドソース（公的機関や私的企業の名称、研究課題名、補助時期など）を謝辞の
中に明記してください。

７．	ヒトを対象とした研究である場合には、以下に例示する倫理基準などを参考に適切に行われていることを明示してくだ
さい。

　　　○疫学研究に関する倫理指針　　　○臨床研究に関する倫理指針

８．	医療技術評価に関連する研究については、編集委員会が必要と判断した場合は、審査に先立って利益相反（Conflict	 of	
Interest）の有無についての情報を開示していただくことがあります。

９．	投稿論文の掲載の採否および種別については、査読審査に基づいて、編集委員会にて決定します。その際、「研究論文」
の基準には満たない場合であっても「研究ノート」または「研究資料」としての掲載が可能という決定になる場合もあ
ります。
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10．	採用が決定した論文について、研究の構成そのものにかかわる指摘や評価が分かれる場合については、編集委員がコメ
ントをすることがあります。その際には、投稿者へ事前にご連絡いたします。

11．	採用が決定した論文等の版権は、医療経済研究機構に属するものとします。採用された場合には、あらためて版権移管
の用紙に執筆者全員の署名をいただきます。

12．	採用された論文の掲載料金は無料です。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。

13．	採用された論文については、「学会論文賞」の選定対象となり、正賞を医療経済学会から、副賞を医療経済研究機構か
ら贈呈します。

14．	英文の校正等は、第一義的には投稿者の責任であり、水準に満たない場合は合理的な範囲での費用負担を求める場合も
あります。

15．原稿の送り先は以下のとおりです。
　　（電子メール）	 E-mail：	kikanshi@ihep.jp
　　（送　付　先）	 〒 105-0003　東京都港区西新橋 1-5-11　第 11 東洋海事ビル 2F
　			 一般財団法人　医療経済研究・社会保険福祉協会　医療経済研究機構
	 　医療経済学会雑誌・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

（2011年4月1日	改定）
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１．原稿の書式
（1）Ａ４版Word入力
（2）１行40字×36行、横書き入力

匿名で査読を行いますので、著者の属性に係る事項は表紙（１ページ目）に以下①〜④の項目を記入し、本体ページ
（２ページ目）以降に本文を掲載し、謝辞を入れずに原稿作成をお願い致します。
①	題名著者の氏名および所属・肩書、謝辞、提出年月日
②	連絡先著者1名の所属・肩書、メールアドレス、住所、電話番号、FAX番号
③	共著者全員のメールアドレス
④		研究費補助の有無。研究費補助を受けている場合は、ファンドソース（何年のどの機関・企業からの研究補助等）

を謝辞の中に明記してください。

２．	原稿の長さは「40字×36行」12枚、英文の場合は6,000語以内とします。
　	（表紙、図表、抄録は除く）

３．	抄録は和文（1,000字程度）および英文（400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。（英文キーワードは原則として小文
字にて記載）

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、注1	）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	1）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名のみあげ、（筆頭者）,他.	としてください。
（2）記載方法は下記の例示に従ってください。

　　①雑誌の場合
1）	Wazana,A.	Physicians	and	the	pharmaceutical	industry:	is	a	gift	ever	just	a	gift?	Journal	of	American	Medical	

Association	2000;	283:	373-380
2）南部鶴彦，島田直樹．医療機関の薬剤購入における価格弾力性の推定．医療経済研究2000；7：77-100

　　②単行本の場合
1）井伊雅子，大日康史．第9章　予防行動の分析．医療サービス需要の経済分析．日本経済新聞社．2002：173-194
2）	Organisation	 for	Economics	Co-operation	 and	Development.	A	System	 of	Health	Accounts.	 Paris:	OECD	

Publications,	2000．
　　③訳本の場合

1）	Fuchs,V.,	1991.	National	health	insurance	revisited.	Health	Affairs	[Winter],	7-17.（江見康一・二木　立・権丈善
一訳『保健医療政策の将来』勁草書房,	1995,	245-261）

６．	図表はそれぞれ通し番号を付し、表題を付け、出所を必ず明記してください。また、本文には入れ込まず、１図、１表
ごとに別紙にまとめ、挿入箇所を本文の右欄外に指定してください。

７．見出しに振る修飾数字・英字等は原則として以下の順序に従ってください。
　			l．　（1）　①　（a）　（ア）　…

（2008年3月31日	改定）
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　　The	Japanese	Journal	of	Health	Economics	and	Policy	accepts	articles	from	the	subject	areas	of	health	economics	
and	health	care	policy.	Articles	that	are	submitted	to	the	Editorial	Committee	of	the	journal	have	to	be	original	and,	as	
such,	 should	 not	 have	 been	 published	 elsewhere,	 either	 in	whole	 or	 in	 part,	 and	 should	 not	 be	 submitted	 to	 other	
journals	while	a	decision	on	publication	by	the	Editorial	Committee	is	pending.	Contributing	authors	should	be	mindful	
of,	and	strictly	follow,	the	Guidelines	set	below.

１．The	purposes	of	the	journal	are	as	follows:
1）The	development	of	research	in	the	area	of	health	economics	and	health	care	policy,	with	a	view	to	this	forming	

an	academic	basis	for	policy	design	and	its	evaluation.
2）The	provision	of	opportunities	for	scholars	and	other	interested	parties	to	present	research	results	in	the	area	of	

health	economics	and	policy.
3）The	promotion	 of	 free	 exchange	 and	 the	discussion	 of	 views,	 ideas,	 and	 opinions	 among	all	 persons	 concerned	

with	the	various	dimensions	of	health	economics	and	health	care	policy.

２．	Primarily,	the	following	types	of	articles	are	accepted	for	publication:
1）Research	 Papers:	 These	 are	 articles	 presenting	 detailed,	 original,	 empirical	 and/or	 theoretical	 research,	 and	

providing	a	clear	statement	and	explanation	of	the	objectives,	method,	and	result	of	the	research	in	question.	
2）Research	Notes:	These	comprise	small	and	concise	notes	on	the	original	research,	or	articles	containing	new	views	

and	opinions	of	academic	value	that	do	not	meet	the	standards	of	a	research	paper.
3）Research	Reports:	These	include	reports	on	particular	data,	surveys,	experiments,	and	other	such	matters,	along	

with	reports	on	improvements	in	research	methodologies	that	can	provide	useful	information	for	future	research	
activities.

4）Other	articles	that	are	approved	by	the	Editorial	Committee	may	be	published.

３．		Authors	are	subject	to	no	restrictions	with	regard	to	their	areas	of	research	interest	and	expertise.	The	authors	are	
not	required	to	be	members	of	the	Institute	for	Health	Economics	and	Policy	and/or	the	Japan	Health	Economics	
Association.

４．	Authors	should	email	the	main	text	of	their	articles	along	with	the	figures/tables	and	the	abstract,	and	should,	in	
addition,	 send	 a	 hard	 copy	 of	 the	 articles	 through	 regular	mail.	 Articles	 once	 submitted	will	 not	 be	 returned.	
Authors	may	express	a	preference	as	to	whether	their	articles	are	to	be	published	as	a	research	paper,	as	research	
notes,	 or	 a	 research	 report,	 although	 author	 preferences	 regarding	 article	 type	will	 not	 be	 binding	 upon	 the	
Editorial	Committee.

５．	Authors	should	follow	the	Writing	Guidelines	attached	with	the	Authors’	Guidelines.	When	asked	by	the	Editorial	
Committee	 to	make	 revisions,	 authors	 are	 expected	 to	 revise	 their	 articles	 in	 full	 accordance	with	 the	
requirements	of	the	Committee	and	to	resubmit	their	completed	and	revised	articles.	If	a	resubmission	is	not	made	
within	90	days	from	the	date	of	notification,	the	submission	will	be	considered	as	withdrawn.	However,	the	90-day	
limit	will	not	apply	in	cases	where	the	Editorial	Committee	decides	that	there	is	a	valid	reason	for	the	delay.

６．	In	 the	case	of	articles	based	on	research	 that	has	been	supported	by	grants,	 fellowships,	 or	other	 such	 funding,	
authors	are	required	to	provide	the	names	of	 the	awarding	 institutions	or	organizations	concerned,	 the	research	
title,	the	year	the	grant/fellowship	was	received,	and	all	other	relevant	information	in	their	acknowledgements.

７．	The	authors	must	clearly	indicate	that	all	research	involving	human	subjects	was	conducted	in	accordance	with	
the	 standards	 set	 out	 in	 the	 Ethical	 Guidelines	 for	 Epidemiological	 Studies	 and	Ethical	 Guidelines	 for	 Clinical	
Research.

８．	In	the	case	of	research	concerning	the	assessment	of	health	care	technology,	authors	are	advised	that	the	Editorial	
Committee	may,	if	necessary,	request	information	regarding	possible	conflicts	of	interest	prior	to	the	evaluation	of	
the	articles	concerned.

９．	Decisions	 regarding	 the	 acceptance	 of	 articles	 for	 publication	 and	 the	designation	 of	 the	 type	 of	 article	will	 be	
made	by	the	Editorial	Committee	on	the	basis	of	the	referees’	reports.	Submissions	that	do	not	meet	the	standards	
for	research	papers	may	be	published	as	research	notes	or	research	reports.

10．	The	Editorial	Committee	can	comment	on	the	papers	accepted	for	publication	if	points	related	to	research	designs	
of	the	papers	are	made	and/or	opinions	on	paper	reviews	are	divided.		In	that	case,	the	authors	will	be	notified	of	
such	comments.

11．	Authors	are	advised	that	the	Institute	for	Health	Economics	and	Policy	will	retain	the	copyrights	for	all	the	works	
accepted	for	publication.	The	authors	of	 the	papers	accepted	for	publication	will	be	requested	to	sign	a	consent	
form	for	copyrights	transfer.
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１．Format	of	articles
Articles	are	to	be	submitted	in	the	format	of	an	A4-size	Microsoft	Word	document	file	with	36	lines	per	page.	As	
referee	reading	will	be	conducted	anonymously,	 the	following	four	 items	should	be	 included	on	the	cover	page

（first	page）,	while	the	main	text	should	appear	from	the	body	page（second	page）onward	and	acknowledgements	
should	not	be	included	from	that	page	onward.（1）The	title	of	articles,	the	name,	title	and	institutional	affiliation	
of	authors,	acknowledgements,	and	the	date	of	submission	must	be	entered	clearly	on	the	cover	page.（2）The	
name,	 title,	 institutional	affiliation,	address,	 telephone	number,	 fax	number	and	email	address	of	authors	should	
also	be	provided	separately	for	contact	purposes.（3）In	the	case	of	co-authored	articles,	the	email	address	of	all	
the	authors	concerned	must	be	supplied	in	full.（4）Where	articles	are	based	on	research	that	has	been	supported	
by	 grants,	 fellowships	 or	 other	 such	 funding,	 authors	 are	 to	 give	 the	 name	 of	 the	 awarding	 institutions	 or	
organizations	concerned,	the	year	of	the	award	and	all	other	relevant	information	in	their	acknowledgements.

２．	Articles	in	Japanese	should	be	no	longer	than	12	pages,	with	40	characters	per	line.	Articles	in	English	should	be	
no	longer	than	6,000	words,	excluding	the	cover-page,	figures/tables	and	abstract.

３．	An	 abstract	 of	 about	 1,000	 characters	 in	 Japanese	 or	 about	 400	words（double-spaced）in	 English	 should	 be	
prepared	and	attached	to	the	article.
Up	to	10	Japanese	and	10	English	keywords	are	to	be	selected	for	article	searches	and	listed	at	the	end	of	the	
abstract.	Keywords	in	English	should	as	a	rule	be	in	lower	case	letters.

４．	Endnotes（e.g.,‘Note	1’）should	be	placed	together	at	the	end	of	the	main	text	of	the	article	in	numerical	order.

５．	Bibliographical	references	should	be	numbered	by	superscript	next	to	the	citations	in	the	main	text	of	articles,	
and	the	full	references	should	be	listed	at	the	end	of	the	main	text	in	numerical	order	with	all	numbers	clearly	
indicated.	Up	to	three	authors	for	individual	works	may	be	listed	in	bibliographical	references,	but	for	works	with	
four	or	more	authors	the	name	of	the	first	author	only	should	be	given	and	followed	by‘et	al.’.
The	following	specimen	examples	are	to	be	taken	as	standard	for	contributing	authors:	

Journal	articles:	
1）Wazana,	A.	Physicians	and	the	pharmaceutical	industry:	is	a	gift	ever	just	a	gift?	Journal	of	American	Medical	

Association	2000;	283:	373-380.
Books:	
1）Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	Development.	A	 System	 of	Health	Accounts.	 Paris:	 OECD	

Publications,	2000.
Translations:	
1）Fuchs,	V.,	 1991.	National	 health	 insurance	 revisited.	Health	Affairs	 [Winter],	 7-17.（Translated	 by	Emi,	Niki,	

Kenjo.	Future	of	Healthcare	Policy.	Keiso	Shobo,	1995.	245-261).

６．	Figures	and	tables	are	to	be	numbered	sequentially,	with	captions	added	and	sources	clearly	indicated.	Figures	
should	 not	 be	 entered	 into	 the	main	 text	 of	 articles,	 but	 should	 rather	 be	 placed	 individually	 in	 separate	
attachments	with	the	places	for	insertion	indicated	in	the	right	margin	of	the	main	text.	

７．	Roman	and	Arabic	numerals	and	letters	used	for	outlines	should	as	a	rule		
be	set	out	in	the	order	as	follows:	1.			（1）				a）....
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2012 年６月吉日
会員各位

医療経済学会　第７回研究大会のご案内

医療経済学会　第7回研究大会
日時：2012 年７月 21 日（土）　10：00 ～ 16：30　（9：00 より受付開始）
会場：慶應義塾大学（日吉キャンパス）　協生館
　　　〒 223-8526　神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1　（地図参照）

◆一般演題
時間：10：00 ～ 12：00
会場：協生館　４階
　　　Ａ会場：階段教室１　　Ｂ会場：階段教室２　　Ｃ会場：階段教室３
　　　Ｄ会場：階段教室４

◆総　会
時間：13：00 ～ 13：20
会場：藤原洋記念ホール　（協生館　２階）

◆研究大会長講演
時間：13：20 ～ 13：50
会場：藤原洋記念ホール　（協生館　２階）
　　　「医療保険制度の変遷と本質」
　　　　　慶應義塾大学大学院　経営管理研究科　教授　田中　滋

◆特別講演
時間：13：55 ～ 15：05
会場：藤原洋記念ホール　（協生館　２階）
　　　「OECD諸国の医療費と医療の質について」（仮）
　　　　　Head of the Health Division, Organisation for Economic 
　　　　　Co-operation and Development (OECD)　Mark Pearson

 （特別講演には逐語訳がございます）　　　　　　　　　　　　　　

◆チュートリアル（教育）
時間：15：15 ～ 16：30
会場：藤原洋記念ホール　（協生館　２階）
テーマ：「新たなるレセプトデータベースの利用可能性と分析事例」

主催：医療経済学会
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1．受　付
受付場所・時間は下記の通りです。（時間帯により受付場所が異なりますのでご注意ください）
2012 年 7 月 21 日（土）　9：00 ～ 12：00　協生館　４階中央エレベーター前
 12：00 ～ 16：30　藤原洋記念ホール（協生館 ２階）　入口

2．参加申し込み
「申込用紙」にご記入の上、学会事務局宛に参加申し込み願います。
研究大会参加費：会員 5,000 円　 学生会員 1,000 円　 非会員 10,000 円
※下記、口座に７月13日（金）までにお振込みください。

　銀行名：みずほ銀行	 支店名：新橋支店　	みずほ普通預金
　口座番号：2418647　口座名称：医療経済学会　第７回研究大会

3．会場内での留意点
①　場内でのお尋ね・お呼び出し等は、「受付」でお申し付けください。
②　藤原洋記念ホールへの飲食物の持ち込みはご遠慮下さい。
③　構内は全面禁煙となっております。指定された場所以外での喫煙はご遠慮下さい。
④　会場内では携帯電話の電源をオフまたはマナーモードにしてください。
⑤　当日は研究大会の会場階以外（２階 藤原洋記念ホール・４階以外）への立ち入りはご遠慮下さい。

4．駐車場について
駐車場は用意しておりませんので、公共交通機関をご利用願います。

5．昼食について
昼食は用意しておりませんので、各自ご対応をお願いいたします。（協生館内にレストラン・コンビ
ニエンスストア有、日吉駅周辺にレストラン有）

6．お問い合わせ先
医療経済学会事務局　〒 105-0003　東京都港区西新橋 1-5-11　　11 東洋海事ビル２F
FAX　03-3506-8528　　　E-mail：gakkai@ihep.jp　　　URL：http://www.ihep.jp
担当：矢口、篠崎、筆坂

7．当日の緊急連絡先
研究大会事務局　TEL 080-3512-0892（研究大会以外の日は使えませんのでご注意ください。）
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8．会場へのアクセス
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東急東横線
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JR東海道線

京急蒲田
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京浜急行線

新宿
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線

JR横
浜
線

東急田園都市線

東急東横線・東急目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン　日吉駅下車（徒歩１分）
　・渋谷－日吉：約 25 分（急行約 20 分）
　・横浜－日吉：約 20 分（急行約 15 分）
　・新横浜－菊名－日吉：20 分
　　※日吉駅に停車するのは「普通」および「急行」です。「特急」は停まりません
　　※開始時刻前後は混み合うことが予想されますので当日会場へは多少余裕を持ってお越し下さい

綱
島
街
道

東
急
東
横
線
・
目
黒
線

日吉駅
横浜市営地下鉄グリーンライン

協生館 日吉キャンパス

高等学校

矢上キャンパス

記念館

日吉図書館

至横浜

至渋谷
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9．慶應義塾大学（日吉キャンパス）　協生館　フロア案内
【協生館　２階　学会受付・藤原記念ホール】
　※藤原洋記念ホール（協生館２階）入口学会受付時間は 12：00 ～ 16：30 となります。

EV

WC
WC EV

EV

藤原洋記念ホール

中央エレベーター

階段

学
会
受
付

2階入口

【協生館　４階　学会受付・一般演題会場】
　２階中央エレベーターより４階へお越しください。
　※協生館４階中央エレベーター前の学会受付時間は 9：00 ～ 12：00 となります。

吹抜 吹抜

吹抜

WC WC
EVA会場

（階段教室1）
B会場

（階段教室2）
C会場

（階段教室3）
D会場

（階段教室4）

理事会
会場

（中教室2）

中央エレベーター

階段

学会受付
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医療経済学会　第７回研究大会・総会の参加に関しまして、以下にご記入頂き７月 13 日（金）までに、
FAX または E-mail にて返信願います。

◎研究大会
　　□参加　　　□参加しない
◎総会
　　□参加　　　□参加しない
◎総会へ参加されない場合
　　□総会の決議事項に関して委任致します。
　　□総会の決議事項に関して委任致しません。

参加費について

参加対象
（いずれかに○を記載して下さい）

（　　）一般会員（ 5,000 円）
（　　）学生会員（ 1,000 円）
（　　）非　会　員（10,000 円）

※下記、口座に7月13日（金）までにお振込みください。

　銀行名：みずほ銀行	 支店名：新橋支店　みずほ普通預金
　口座番号：2418647　　口座名称：医療経済学会　第7回研究大会

氏名 電話番号
（必須）

所属先 FAX 番号

役職 E-mail
（必須）

医療経済学会 
第７回研究大会・総会

申		込		用		紙



＊ 入会申込書に記載いただいた個人情報は、当学会のご案内・ご連絡にのみ使用致します。
＊ 学生会員を希望される方は、学生証コピーの添付をお願い致します。

【今後の活動】
研究大会の開催（毎年７月開催　※2011年は９月開催）
学会誌『医療経済研究』の発行など

【学会年会費】
普通会員：年10,000円、 学生会員：年5,000円

【入会の申し込みおよびお問合せは下記へ】
医療経済研究機構内　医療経済学会事務局
TEL 03-3506-8529　FAX 03-3506-8528
http://www.ihep.jp　　E-mail：gakkai@ihep.jp

　入会希望の方は下記様式に記入の上、事務局までメール、FAXまたは郵送して下さい。
　なお、入会に際しては、理事会にて承認を得ることになります。

年　　　　月　　　日申込

【学会設立の趣旨】
　医療経済学の研究者を広く糾合し、医療経済研究の活性化を図るべく、「医療経済学会」を設立する。
この学会が医療経済学の研究成果の発表の場として、広く研究者が交流する場となることで、その学問的
成果に基づく政策や医療現場での実践が行われ、ひいては質の高い効率的な医療が提供されることを期待
する。

医療経済学会  入会申込書

フリガナ

氏　　名

会員の別

所
属
先

名称

住所

電　　話

自宅住所

電　　話

郵便物希望送付先（該当に○） 所属先　・　自宅

E-mail

普通会員
学生会員

最終学歴
専攻科目

職　　名

男
 ・
女

生年
月日

FAX

FAX

西暦　　　　年　　　月　　　日

〒

〒



会員サービス向上の一環としまして、バックナンバーについては医療経済学会ホームページより、
PDF による Web 上での閲覧可能です。本年号については、パスワード入力により会員様画面で
閲覧が可能です。会員の皆様にはこれまでどおり最新号をご郵送いたします。
　なお、非会員の方々は 1 年以上経過したバックナンバーが Web 上で閲覧可能です。

編 集 委 員 長 小　椋　正　立 （法政大学経済学部教授）
編　集　顧　問 池　上　直　己　 （慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授）

西　村　周　三 （国立社会保障・人口問題研究所所長）
編　集　委　員 井　伊　雅　子 （一橋大学国際・公共政策大学院教授）

泉　田　信　行 （国立社会保障・人口問題研究所室長） 
駒　村　康　平 （慶應義塾大学経済学部教授）
菅　原　琢　磨 （法政大学経済学部教授）
橋　本　英　樹 （ 東京大学大学院公共健康医学専攻教授）
濱　島　ちさと （ 国立がんセンターがん予防・検診研究センター検診研究部室長）
福　田　　　敬 （ 国立保健医療科学院研究情報支援研究センター上席主任研究官）
安　川　文　朗 （熊本大学大学院社会文化科学研究科教授）
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