
巻頭言
　もうひとつの外交問題：
　EPAと医療･介護の人材確保を考える…………… 高木　安雄 3

特別寄稿
　社会保険制度の本質と
　新たなニーズに対応する考え方 ………………… 田中　　滋 4

研究資料
　過疎地域における公的医療供給の事例分析
　―岩手県沢内・藤沢両モデル、島根県隠岐モデルの成果と教訓―
……………………………………… 桒田　但馬　　関　　耕平
 内山　　昭　　橋本　貴彦 33

2011 年度「学会論文賞」授賞の報告……………………………  56
医療経済学会「学会論文賞」について …………………………  57
医療経済学会　第 7回研究大会報告 ……………………………  59
投稿規定・執筆要領 ………………………………………………  63

論　文
　産婦人科集約化に伴う妊婦の施設選択行動の分析
　―地理的空間的要因・施設要因・社会的経済的要因の影響―
　 ………………… 足立　泰美　　瀋　　俊毅　　森重健一郎
 磯　　博康　　西條　辰義 18

医療経済学会雑誌／医療経済研究機構機関紙

医療経済学会　　　医療経済研究機構

医療経済研究医療経済研究医療経済研究 Vol.24 No.1
2012

ISSN 1340-895X

医療経済研究_表紙案_121005_DIC184



医療経済研究
Vol.24No.12012

医療経済学会 医療経済研究機構



3

巻頭言

もうひとつの外交問題：EPAと医療･介護の人材確保を考える

中国・台湾との尖閣諸島、韓国との竹島の領土問題で我が国の外交は大きく揺れ動いているが、医療・

介護の分野においてももう一つの外交問題を抱えている。いわゆるインドネシア、フィリピンとのEPA

（経済連携協定による看護師・介護福祉士の受け入れ）問題である。アジアの諸国から看護師・介護福祉

士候補者の研修生を日本へ期待して送り込んでも、外国人の壁は厚く、なかなか国家試験に合格せず、夢

破れて母国に戻る人も多いという。昔から海外からの人々を「ガイジン」とよぶ島国ならではの閉鎖性で

は、このグローバル化した現代社会を乗り切れないことはわかっていても、患者や高齢者の看護・介護の

分野だけにその受け入れに慎重になるのも当然だろう。しかし、国内の労働力だけで看護・介護の人材確

保の問題は解決できるのか、そして、より良い看護・介護の実現のためにアジア諸国とどう付き合ってい

くのか、これまでのアジアとの交流の歴史をふまえ、長期的視点で取り組む外交課題でもある。

このEPAは看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、あくまでアジア諸国との経済活動の連携

の強化、交流の一環として実施されている経緯があり、少子高齢化と人口減少の中で、「日本はいつ外国

人労働者を受け入れるのか？」と海外の大きな関心をよんでいる。もちろん、研修生の受け入れ施設側に

は、「人材確保のための先行投資」と考えるところもあり、僅かばかりの補助金では赤字覚悟の受け入れ

となっている。

インドネシアとは平成20年度から、フィリピンとは平成21年度から研修生の受け入れが行われてお

り、これまでの受入れ数はインドネシア＝看護師392人、介護福祉士500人、フィリピン＝同237人、

同396人の合計1,525人にのぼる。このうち、合格者はインドネシア＝看護師51人（研修生に対する割

合13％）、介護福祉士35人（同7％）、フィリピン＝同15人（同6％）、同1人（0.3％）という状況で

あり、国家試験の壁がいかに大きいかが分る。介護福祉士に限ってみると、900人の研修生のうち国家試

験を受験したのは95人にとどまり、合格者は36人、38％の合格率となる。研修生のうち約9割は受験

から脱落しているほか、全体の合格率64％を大きく下回っている。試験では難しい漢字にふり仮名を付

けるなどの配慮をしているが、来年度の試験では試験時間を一般受験者の1.5倍にする予定だという。

こうしてみると、幸か不幸かEPAによる外国人の看護師・介護福祉士受け入れは一部の施設の懸命な

努力にとどまって、看護・介護の人材確保の上でも、アジア諸国との経済連携・交流の上でも成功してい

ないことが分る。きつくて低賃金の仕事だからといって、看護・介護は決して未熟練単純労働ではない。

事実、EPAの研修生受け入れも母国で高等教育を受け、かつ看護・介護の資格認定、学校を卒業してい

る者が対象となっている。しかし、外国人労働者の移住がその後、社会的文化的摩擦を生み出して、大き

な社会問題につながっていくことは欧州社会で体験済みであり、領土問題以上の政治的判断を求められよう。

慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科

高木 安雄



まず、わが国医療経済システムにおいて重要な

役割を担う社会保険制度が直面した一連の出来事

の描写から始めたい。図1に、日本の中小零細

規模企業等に勤める従業員ならびにその扶養家族

のために医療給付を行う被用者健康保険の財政動

向を示す。同図から分かるように、累積赤字が最

大となった年（図中のyear0）の3年前と2年

前、年度の保険給付額が同じ年度の保険料収入を

20％前後も上回る赤字決算が連続した。その後、

単年度収支の赤字幅はおよそ15％、8％、6％と

減少していったものの、累積赤字額が年度保険料

収入の1/4を超える苦しい財政状態が続いた。何

もしなければこの比率は50％近くになるとも予

想された。

後述するごとく、勤労者の生活リスクに備え、

ひいては社会の安寧を維持するという重要機能を

担う社会保険制度のサステイナビリティに対し、

政府も大きな危機意識を抱いた。ゆえに政府は、

保険財政安定化のための法案（保険料率を1割

以上引き上げるとともに国庫補助を5割増額す

るなどの内容）を4月に国会に提出した。しか

し、中小零細企業等の労使が負担する保険料の大

幅上昇をめぐってしばしば審議が紛糾・中段して

いるうちに、7月21日に会期末を迎え、同法案

は廃案となってしまう。

そこで、改めて健康保険法案だけを審議する臨

時国会が7月27日に召集された。臨時国会召集

にあたり、担当大臣と与党幹事長の合意に基づき、

保険料引上幅の縮小や低所得者の受診時一部負担

軽減などを含む議員修正案が作成・提出された。

衆議院社会労働委員会における同修正案の審議、

および野党との舞台裏折衝が行われている中、与

党は8月2日に同委員会での強行採決に踏み切っ

た。委員会強行採決を受けた本会議開催に当然な

がら野党は強く反対し、衆議院本会議は議長職権

で開催せざるをえない厳しい対決構図が発生した。

そうした構図の下、ようやく開かれた衆議院本会

議には関係閣僚不信任案や議長解任決議案が提出

され、野党がそれらの採決に際して牛歩戦術をとっ

たため、いわゆる徹夜国会となった。

こうした膠着状態から脱却すべく、衆議院議長

が第三党案に基づく斡旋案を提示する。斡旋案の

取扱いを党から一任されていた野党第一党の党首

は受諾と裁断するものの、党に持ち帰ったところ

代議士会において否決されてしまった。そして同

党は斡旋案を拒否した。とはいえ、斡旋案はそれ

以外の三党の合意により8月18日に衆参両院に

て可決され、時限法として成立した。8月24日

公布を経て、主たる内容は9月1日に実施され

た。他方、党内の混乱と法案成立阻止失敗を受け、
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社会保険制度の本質と新たなニーズに対応する考え方
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8月19日には、月初めより辞意を表明していた

野党第一党の党首と筆頭幹部が正式に辞任した。

11月には与党調査会の要請を受けて、省より

「医療保険制度改革試案」が発表された。基本方

針は、①保険財政の長期的安定を図る、②医療給

付割合の格差を是正する、③保険料負担の均衡を

図るなどであった。制度の体系としては、①被用

者保険と地域保険の2本建てにまとめる、②保

険者間に生ずる格差は財政調整によって是正する、

③財政力の弱い保険者には国庫補助を行って財政

の長期的安定を図るなどが骨子とされた。なお保

険給付割合については原則7割、また特別の配

慮を要する者についてはそれ以上とし、すべての

国民が医療を必要とするときにはそれを受けられ

ることがうたわれた。

医療政策に詳しい読者は、ここまでの記述が、

日付等の細部を別にすれば、政府管掌健康保険

（以下「政管健保」）、およびその後身である全国

健康保険協会（以下「協会けんぽ」）に関して

「最近50年間のいつの話として聞いてもおかし

くない」ことに気付いたのではなかろうか。実は

上記は半世紀近い昔、1967年の健康保険特例法

案審議についての描写である注1。医療保険制度

改革試案の内容に至っては、「昨日発表されたば

かり」と捉えても違和感がなく、つまりは保険制

度にかかわるあり方論は延々と堂々めぐりを繰り

返してきたとも言える。

なお上記文中の「健康保険」とは政管健保、

「省」は当時の厚生省、「大臣」は厚生大臣、「与

社会保険制度の本質と新たなニーズに対応する考え方 5

２．全国健康保険協会財政の現状

図1 健康保険財政の推移（１）

対保険料収入（％）

出所：厚生白書等を元に筆者作成



党」は自由民主党、「与党幹事長」は福田赳夫氏、

「野党第一党」は日本社会党、「同党首」は佐々木

更三委員長、「筆頭幹部」は成田知己書記長、「第

三党」は民社党、そして「三党合意」は自由民主

党・民社党・公明党による合意を表わしている。

ところで協会けんぽの最近の財政状態はどうで

あろうか。実際のところ財政状態は1967年当時

の政管健保と驚くほど類似している。保険財政の

赤字が続き、図2のyear0（2009年）には、

リーマンショックに伴う中小零細企業等従業員給

与の急速な低下による保険料収入減少を主因とし

て、4,893億円、同年度の保険料収入に対して

25％という巨大な規模の単年度赤字を計上せざ

るを得なかった。

他方、準備金残高については、2003年に賞与

からも健康保険料を徴収するようになって以来、

保険料率が8.2％のまま推移してきたにもかかわ

らず、2004年からプラスの値を保っていた。し

かし、引き続く単年度赤字をファイナンスするた

め、準備金残高は2006年のプラス4,983億円か

ら2009年のマイナス3,179億円（年度保険料収

入に対してマイナス5.3％）へと一気に8,000億

円以上も悪化し、2009年度には協会は借入金に

頼らざるを得ない状況に陥った。単年度収支均衡

化のみならず、借入金返済のためもあって協会け

んぽ保険料は2010年から3年連続して引き上げ

られ、2012年にはついに2ケタの10％になっ

てしまった注2。

では、1967年と同じような苦境にありながら、

どうして協会けんぽ財政は…関係各方面に苦境を

伝える協会けんぽ経営幹部の全力を尽くした活動

にもかかわらず…大きな政争テーマとならないの

だろうか。そもそもの理由は、「政府管掌」でな

くなり、“民営化”されたためかもしれない。こ

医療経済研究 2012Vol.24No.16

対保険料収入（％）

図2 健康保険財政の推移（２）

出所：協会けんぽ事業年報等を元に筆者作成



の構造的理由はさておき、財政悪化の根源的な理

由が、上記のリーマンショックに起因する保険料

収入低下という短期的事象を別にすれば、協会け

んぽ加入者（被保険者＋被扶養者）に対する保険

給付額の増加ではなく、「制度間財政調整のため

の支出増」だからと筆者は考える。図3に示す

ように、毎年の拠出金等支出の当該年度保険料収

入比は、2005年にはいったん35％程度まで低下

したものの、その後はほぼ一貫して増え続け、今

や保険料収入の50％に近づいている注3。

保険者が自ら守るべき加入者の医療費＝実支出

をファイナンスできないかもしれない危機がもた

らした健保財政問題は、人々に「健保国会」とし

て記憶される非常事態を1967年に引き起こした。

それに比べ、他制度に対する拠出金、支援金、納

付金等の「取り決めごと」による支出に起因する

赤字は、制度や国庫補助率の変更は元より、高齢

者医療制度等に対する公費投入増大や支援金算定

にあたっての総報酬制導入などの工夫によって、

たとえ実支出に変化が無くとも減少させうるため、

政争課題としての切迫感・危機感が（当事者であ

る協会けんぽを別として）低いままにとどまって

いるのではなかろうか…実際には協会けんぽ財政

の苦境が続くにもかかわらず。

くわえて、保険料負担は協会けんぽ適用事業所

の経営に直接影響する。図4に見られるように、

協会けんぽ適用事業所の3/4は従業員10人未満

であり、2/5が1人ないし2人を雇う零細規模で

ある。こうした規模の事業所では、保険料の事業

主負担増大が経営費用およびキャッシュフローに

与える影響を無視できないケースが多い。他方、

従業員規模が大きく、一般に1人当たり付加価

値生産額が高い組合管掌健康保険（以下「組合健

保」）を設立している企業等、および本質的にキャッ

シュフローについての心配が少ない共済組合設立

の官庁・自治体、そして国民健康保険（以下「国

保」）の無職高齢加入者では、保険料支払いが事

業財務状態に与える負荷が問題となる確率は低い。

社会保険制度の本質と新たなニーズに対応する考え方 7

図3 協会けんぽ拠出金等の対保険料収入割合（％） 年度別推移（政管健保時代を含む）

出所：協会けんぽ事業年報等より筆者作成



事業所経営の観点を意識しつつ協会けんぽ保険

料収納率を見ると、現に近年は低下傾向にあり、

未納率が4％に近づいていることが分かる（図5）。

協会では、この理由は国保や国民年金で取沙汰さ

れるような被保険者による保険料未納ではなく、

事業主が日本年金機構年金事務所注4に保険料を

納めない(納めたくとも資金繰りの困難さゆえに

納められない)事態が増えたせいではないかと推

察している。比較のため、国保の保険料収納率を

見てみよう（図6）。協会けんぽの保険料収納率

は、国保の若年加入者よりは高いものの、国保

65歳�74歳加入者で年収が100万円を超える層

の収納率より低くなっており注5、見過ごせない

課題と考えられる。

ここで、社会保険制度、ならびにそれを含む社

会保障制度の目的と機能について簡単に確認して

おきたい。周知のように、文明発生以来数千年に

およぶ人類の歴史の中で見れば、社会保障制度は

新しい注6。19世紀なかば、英国に後れを取って

いた欧州大陸諸強国でも製鉄などの近代工業の発

医療経済研究 2012Vol.24No.18

３．社会保険制度の機能

図4 協会けんぽ適用事業所規模別構成（2011年7月）

出所：協会けんぽデータ

図5 協会けんぽ保険料収納率（％）の推移

資料出所：協会けんぽデータより筆者作成



達を基盤とした資本主義が発達し、国家間の「富

国強兵」競争意識も強まっていった。こうした流

れを主導した1人であるビスマルクなどによっ

て、古くから存在していた侵略・飢饉・疫病といっ

た社会の持続にとってのリスク以外に、新たなリ

スクが生まれていることが意識された。それは農

林牧漁村等における地縁血縁と切り離され、また

昔から都市に居住していた職人・商人層とも異な

る新たな職種＝賃労働者が困窮した際に起こしう

る騒動・暴動、ならびにそれと社会主義の結びつ

きによる革命注7に対する恐れである。

労働者の医療ニーズや老後生活に対し、一定程

度の費用を連帯拠出により負担する社会保障制度

の目的は、社会安寧の維持、すなわち社会防衛に

他ならない。この目的は、古代でも中世でも時折

見られた「慈悲心等からのお上による困窮者救済

策」とは性質がまったく違っている。たしかに社

会保障制度が発揮する機能（＝給付）の直接対象

者は受給者と言えるだろう。しかし制度の真の受

益者、つまり社会不安によって被る損失の防御と

いう機能の中核的受益者は、政府（統治機構）、

および相対的に豊かな層（とはいえ国外に資産を

分散保有するほどではない中の上層）なのである。

こうした上位目的をもつ社会保障制度のうち、

共助の仕組み（詳しくは5節参照）である社会

保険制度に特徴的な第2の機能として防貧があ

げられる。本人あるいは家族の疾病や要介護状態

はそれ自体不幸な事態である。社会保険は、そう

した不幸な事態の発生防止には（一部の予防策を

除き）なかなか貢献しえない。しかし、「不幸な

事態に対応するための金銭的負担」ゆえに貧困と

いう第二の不幸な事態に陥ることに対しては、社

会保険は有力な手立てである。また、第一の不幸

な事態が重度化する前の初期に、保険給付を得て

医療サービス等を利用し、悪化防止を図る働きも

有する。

社会保険制度の本質と新たなニーズに対応する考え方 9

図6 国保 世帯所得階級別 保険料収納率（％、市町村国保 2009年度）

出所：国民健康保険実態調査（2010）より筆者作成



防貧機能は、貧しい人や家計を救う救貧機能と

は別の役割である注8。よって受給の際に「貧困

であること」は条件にならず、基本的に保険加入

者の疾病・介護ニーズ等に応じて、経済力を問わ

ず普遍的に保険給付が行われる。とはいえ、医療

費支払いに起因する貧困化防止機能は、高所得者・

富裕層よりも一般勤労者にとって効果が大きいだろ

う。つまり現代日本では協会けんぽ加入者が社会保

険のもつ防貧機能の中心的な対象と言ってよい注9。

社会安寧および防貧という2つの機能を鑑み

れば、社会保険制度とは「統治のツール」の一つ

とみなしても間違いではない。

社会保険制度は、社会の安寧・安定と勤労者層

の防貧という目的に対して有効に機能してきたし、

これからも機能するだろう。しかし、社会保険制

度だけでは対応が難しいニーズも存在する。第一

は、勤労世代と比べた高齢者世代の相対的人員の

増大である。各種公的医療保険がさまざまな理由

で一本化しえない場合、医療保険による皆受療保

障体制（＝“皆保険”）を続けるには保険間財政調

整政策を導入せざるを得ない。かつての老人保健

制度（1983～2008）、現在の前期高齢者医療制

度、後期高齢者医療制度、退職者医療制度がわが

国において実際に制度として運営されてきた。た

だし、調整規模が大きくなりすぎると勤労者世代

の保険が…比喩的には…「徴税代理機構」化して

しまう。先の図3に見られる趨勢が続けば、徴

税代理機構化は懸念にとどまらない。

もう一つは勤労者間の所得格差拡大である。図

7は協会けんぽと組合健保の被保険者所得格差を
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４．社会保険制度が対応しなければなら
ない新たなニーズ

図7 組合健保加入者との所得格差（万円）

注1：各制度事業年報等を基に作成
注2：1989～2012年度は、被保険者1人当たり標準報酬月額を単純に12倍。2013年度以降は、賞与を含む被保険者１人当たり標準報酬総額（年額）
出所：協会けんぽ作成図を元に筆者修正



明確に映し出している。図8に示された組合健

保被保険者の年間平均標準賞与額に比べ、図9�1

より読み取れる協会けんぽ被保険者の年間賞与額

ははるかに少ない。しかも図9-1は年間賞与を

得ている被保険者だけのグラフであり、年間賞与

ゼロの被保険者700万人を加えると図9�2のよ

うな分布となることを意識しなくてはならない。

続く図10は2012年3月の協会けんぽ標準報酬

月額の分布を表すが、図11�1から分かるように、

毎年度末平均標準報酬月額は長期低落を続けてき

た。さらに図11�2から分かるように、月別平均

標準報酬月額は、2012年になってもリーマンショッ

クにより低下した水準がら抜け出せていない。保

険財政の支出額（＝分子）は増え続けているため、

協会けんぽ被保険者は所得総額（＝分母）低下の

結果、組合健保加入者より4割近く高い保険料

率負担（＝商）を強いられているのである（図

12）。

以上述べてきたような医療保険制度（共助）が

直面するニーズの変化を踏まえ、自助・互助・共

助・公助の役割を論じて筆を措くこととする。

西村周三（2012）は、新たに推進すべき社会

的機能を精緻に論じ、かつ提案を行った優れた諸

論文を収載した文献である。なおこの書物では、

社会保険制度を含む社会保障制度を「官」固有の

業務と一緒に公助に分類し、共助を互いの助け合

いの意味で用いている。しかし本稿では、政府機

能と、民間主体による運営もありえる社会保険機

能（組合健保や協会けんぽ）は概念的に分けて考

えたい。社会保険機能を公助とは分けて共助と名

付ける場合、互いの助け合いは互助という言葉で

表わすことにする。

われわれが推進してきた、そして推進しつつあ

る「地域包括ケアシステム」の背景におかれた考

え方は、自助・互助・共助・公助の4つのヘル

プの協働である注10。また近年の日本政府の用語

社会保険制度の本質と新たなニーズに対応する考え方 11

５．自助・互助・共助・公助

図8 組合健康保険 被保険者 年間平均標準賞与額（万円）の推移

出所：健康保険・船員保険 被保険者実態調査報告（2010）より筆者作成
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図9�1 年間賞与額別 協会けんぽ被保険者数分布（2010年度、万円）賞与なしの者を除く

出所：協会けんぽデータより筆者作成

図9�2 年間賞与額別 協会けんぽ被保険者数分布（2010年度、万円）

出所：協会けんぽデータより筆者作成
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図10 協会けんぽ標準報酬月額の分布（2012年3月）

出所：協会けんぽデータより筆者作成

図11�1 協会けんぽ毎年度末の平均標準報酬月額（円）の推移

出所：協会けんぽ作成図を元に筆者修正
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図11�2 協会けんぽ月別平均標準報酬の推移（千円）

出所：協会けんぽ作成図を元に筆者修正

図12 被用者健康保険の保険料率推移

出所：健康保険・船員保険 被保険者実態調査報告（2010）および協会けんぽデータより筆者作成
なお協会けんぽ保険料は2009年9月以降都道府県別。グラフの値は平均値。



法においても、社会保険制度は共助に分類されて

いる。例をあげよう。

（ 1）経済財政白書（2012）は次のように社会

保険制度を共助として論じている注11。

「自助」のみでは達成できない国民生活の安定

に対して、生活保障機能として、国民が集まって

リスクを分散し支え合うことが、「共助」である。

例えば、政府が運営する年金・医療・介護等の社

会保険制度が該当する。「共助」により生活の安

定を補強し、それでも安定が図れない場合には、

公的に最低限の生活を保障することが、「公助」

である。例えば、政府による生活保護が該当する。

また、民間が運営する生命保険等が、政府が運営

する年金・医療・介護等の社会保険制度を補完す

る役割を果たしている。「防貧」、「救貧」との関

係では、おおむね、「共助」が「防貧」機能を、

「公助」が「救貧」機能を担っているといえる

＜引用終わり＞。

（ 2）厚生労働白書（2012）も連帯の仕組みた

る共助が社会保険に発達したと説く注12。

当時、社会保障の概念はまだ確立していなかっ

たが、連帯思想は個々人の抱えるリスクへの社会

的対応を促進する役割を担った。すなわち、社会

保障の萌芽ともいうべき福利厚生や共済などの共

助の仕組みが発展するに当たっての媒介として機

能した。フランスでは、連帯思想が社会保険制度

の段階的な充実過程につながり、強制加入を最大

の特徴とする1930年の「社会保険法」の成立に

結実した＜引用終わり＞。

（ 3）同じ厚生労働白書はさらに次のように

まとめている注13。

社会保険制度は、保険料を支払った人々が、給

付を受けられるという自立・自助の精神を生かし

つつ、強制加入の下で所得水準を勘案して負担し

やすい保険料水準を工夫することで、社会連帯や

共助の側面を併せ持っている仕組みである＜引用

終わり＞。

（ 4）社会保障・税一体改革成案（2011）でも

社会保険は共助の枠組みに含まれる注14。

負担と給付の関係が明確な社会保険（＝共助・

連帯）の枠組みの強化による機能強化を基本とす

る＜引用終わり＞。

以下は筆者の見解のまとめである。まずは「自

助」が社会の基盤をなす。自助とは、生活面では

自己能力を活用し、経済面でも年金を含めた収入

によりできるかぎりのところは自ら賄うことを意

味する。自らの意欲による社会参加は人間の基本

的権利と言えるだろう。他方、自助の力が乏しけ

れば、社会も組織も継続しえない。医療や介護サー

ビスを提供する事業主体の運営もまた自助が基本

である。

しかし、相互扶助や他者による支援のない自助

だけでは、疾病や高齢化等に伴って心身が弱った

場合、生活継続が難しくなるケースもありえるし、

コミュニティの一体感が喪失してしまう危険性が

高い。そこで次に重要となる要素が 2番目の

「互助」である。上述のように、インフォーマル

な相互扶助については互助という言葉を使いたい。

昔からの近隣の助け合いや現代的なボランティア・

NPO法人などによるインフォーマル・サポート

と社会的包摂の努力、あるいはアメリカ流の多額

の寄附などが該当する。

3番目の「共助」は、主に金銭面について連帯

制度化された相互扶助を意味し、日本では社会保

険制度がこれに相当する。医療も介護も、保険が

定義する保険事故状態とみなされれば、所得や住

居の具合、あるいは家族関係などとは基本的に関

社会保険制度の本質と新たなニーズに対応する考え方 15



係せずに普遍的に給付を受ける権利を主張してよ

い。なお保険料納入が権利行使の条件となる点に

着目すれば、共助は「自助の連帯」と表せる側面

を持つ。一方、サービス提供側にとっても共助の

世界における支払いを得ることの意義を理解すべ

きである。共助の仕組みからの支払対象となるサー

ビスの担当者は、専門的スキルを持つプロフェッ

ショナルあるいはエキスパートとして、質の確保

向上に努める義務を負う。

以上の3つのヘルプによっても生活保障に不

足・不安をきたす場合の最後の守りが4番目の

「公助」である。個別事例では、貧困や虐待など

については社会保険制度では対処しえない。また

制度論では先に述べたごとく、高齢者人口対勤労

世代人口の著しい比率変化や勤労世代における所

得格差拡大に対しても、共助の仕組みでは対処し

きれない。困窮者などに対しては、所得や生活水

準・家庭状況などの受給要件を定めた上で、必要

な扶助を行う社会福祉の機能や公営住宅の整備を

行う。同様に、制度論としても社会保険を補完す

る公費の在り方を正面から論ずるべき時ではなか

ろうか。社会保険制度の加入者が自分たちの医療

費を賄う保険料を負担して制度を支え、機能を利

用し続けられるようにするためにも、公助との組

み合わせにかかわる新たな視点からの検討が欠か

せない。

本稿は、2012年7月21日に開催された医療

経済学会第 7回研究大会における大会長講演

「医療保険制度の本質と変遷」を元に加筆修正を

行ったものである。

注
1 原資料：吉原健二・和田勝（2008）、日本医師会

（1997）、厚生白書（1968）等。

2 2009年9月以降は都道府県ごとに保険料に差が

つくようになった。上記は全国平均値である。

3 図中の後期高齢者支援金は、2007年までは老人

保健拠出金の数値を表す。なお退職者給付拠出金は

合計には含まれているが、個別には示していない

4 2010年初頭までは社会保険事務所。

5 図 6グラフの一番上の線からは細かい値が読み取り

にくいと思われるので、実際の数値を示すと、100万

円以上200万円未満では97.2%、200万円台が97.4

%、300・400万円台が 97.9%、500万円以上では

98.8%であった。

6 一方、医療ニーズ、ならびにそれに対する何らか

のサービス提供は、手段は祈祷・薬草・もしくはそ

の他の非科学的対応であったとしても、古代より存

在してきた。

7 領主層による革命（英国ピューリタン革命）やブ

ルジョワ層による革命（フランス革命）とは異なる。

8 なお救貧機能を担う社会装置や制度は社会保険と

は別途に不可欠である。今では救貧制度の規模は防

貧を担う制度より小さいが、歴史的には救貧の方が

古い。

9 同じ被用者保険でも、組合管掌健康保険加入者は

相対的に所得が高いことに加え、保険料の労使負担

割合や法定外給付などを通じ、事業主が望む従業員

の確保などの個別組織内の労使関係にかかわる側面

も持つ。なお医療機関支払窓口（「医事課」等）で

はかつて、「社保」とは社会保障どころか、社会保

険制度あるいは被用者保険全体のことでもなく、政

管健保を指して使われていた。

10 地域包括ケア研究会（2010）、池田（2011）を参

照。

11 経済財政白書（2012）第3章「グローバル化・人

口減少時代の財政のあり方」の第3節「財政健全化

に向けた取り組み」p.301

12 厚生労働白書（2012）第1部「社会保障を考える」

の第2章「社会保障と関連する理念や哲学」p.21

13 厚生労働白書（2012）第1部「社会保障を考える」

の第3章「日本の社会保障の仕組み」p.40

14 社会保障・税一体改革成案（2011）Ⅰ「社会保障

改革の全体像」 2「改革の優先順位と個別分野にお

ける具体的改革の方向」（2）個別分野における具体

的改革の② p.4
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近年、医療施設における医師不足は深刻な問題

に直面している。特に、救急、小児科そして産科

では、診療科もしくは医療施設自体の存続も難し

くなっている。その要因として、医師の絶対的減

少注1や地域・診療科間での偏在注2といった医師不

足問題がある。その結果、施設数の減少によって

一人の医師にかかる負担が重くなっている注3。

国民医療費の規模は著しく拡大し、厳しい財政

状況にある。国民医療費は、1990年には20.6兆

円であったのが、2007年には34.1兆円にまで膨
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１．はじめに

足立 泰美＊1 瀋 俊毅＊2 森重 健一郎＊3
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抄 録

近年、深刻な産婦人科の医師不足に対し、新たな医療提供体制の構築を目指し、集約化が試みられている。しかしなが

ら、集約化は同時に診療科の閉鎖を伴うため、周辺地域に居住する妊婦に医療アクセスの低下という問題を招いている。

そこで本稿では、集約化を実施した地域に居住する妊婦を対象に、施設選択における医療アクセスの影響を分析す

る。まず、【医療施設の位置】、【居住地域】、【交通手段】、【通院距離の変化】、【通院時間の変化】の地理的空間的要

因から、医療アクセスの影響を詳細に評価する。このとき、施設要因と比較して、集約化に伴う地理的空間的制約が

妊婦の選択にどのように与えるかを実証する。さらに、施設選択が地理的空間的要因や施設要因以外に、妊婦の社会

的経済的要因からの影響も受けるかどうかを検証する。

妊婦の選択対象となる医療施設を次のように分類した。まず、集約化後継続して産科を行う病院（以下、【集約化

後継続する病院】）と【それ以外の医療施設】の２つのカテゴリーに分類する。さらに【それ以外の医療施設】は、

新生児集中治療室（NICU）をもつ総合病院（以下、【それ以外のNICUをもつ総合病院】）、それ以外の総合病院（以

下、【それ以外の総合病院】）、産院や診療所（以下、【産院・診療所】）の３つのカテゴリーに分け、入れ子型ロジッ

トモデルで分析を行った。

分析の結果、妊婦の施設選択は、【居住地域】、【通院距離の変化】、【通院時間の変化】などの地理的空間的要因か

らの影響を受けるが、その度合いは施設要因より小さいことが明らかとなった。このことから、妊婦の施設選択は、

地理的空間的要因の影響があるが、その影響は必ずしも強くない。また、どのカテゴリーにおいても社会的経済的要

因からの影響は認められなかった。さらに、施設要因による影響はカテゴリーに応じて異なっており、【集約化後継

続する病院】を選択する妊婦は、総合医療施設機能などを重視する傾向にあるのに対し、【それ以外の医療施設】を

選択した妊婦は、評判や待ち時間が有意に働く結果となった。

キーワード：産婦人科集約化、施設選択要因、医療アクセス
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らんだ。対国民所得割合でみると5.9％から9.0％

近くまで拡大し、国民医療費は国民所得を上回る

速さで増加している。このような財政悪化に対し、

制度自体の持続可能性と機能強化が求められてい

る。効率的かつ質を担保とした医療提供体制の実

現にむけ、医療施設の集約化が注目されている。

上記の問題を踏まえ、厚生労働省は、地域の実

情に応じた医師の確保と救急・産科医療体制の構

築を目的とし、2009年度に「地域医療再生基

金注4」を設け、2014年までの5年間で94地域

を対象に2,350億円の予算を投じた。

一方で、地域での試みも始まっている。大阪府

では「地域医療再生計画注5」のなかで、新たな医

療提供体制の構築を行う地域として泉南医療圏を

取り上げている。しかし、泉南医療圏における産

婦人科の医師不足問題は以前から議論されており、

「地域医療再生計画」の実施を待たずに、2008

年度4月に産婦人科集約化政策が行われた。

泉南医療圏は、大阪府内でも相対的に脆弱な医

療提供体制にある。一般病床150床以上の医療

施設が3公立病院のみで、500床以上を有する

大規模病院は存在しない。人口あたりの病院従事

医師数は全国平均以下である。各病院は総合的な

医療を提供するのが難しく、診療体制の縮小や二

次救急告示の取り下げを余儀なくされてきた。な

かでも産婦人科については、診察内容を妊婦健診

のみに変更したり、産科を閉鎖し婦人科のみの専

門外来に変更したり、分娩を取りやめる医療施設

が増えている注6。そのため、集約化以前は市立貝

塚病院と市立泉佐野病院（現在のりんくう総合医

療センター）で当該医療圏の約1/4の分娩に対応

していた。

このような脆弱な医療提供体制のもとで、産婦

人科の集約化が実施された。泉南医療圏において

産婦人科集約化は、2つの医療施設の産婦人科を

機能分化することで、一方の医療施設に産科を統

合し、別医療施設に婦人科など他診療科を統合す

ることで、診療科再編が行われた。

具体的には、2008年4月に、市立泉佐野病院

と市立貝塚病院の産婦人科を統合し、市立泉佐野

病院は産科に、市立貝塚病院は婦人科に特化し

た注7。両病院とも産婦人科外来を掲げて妊婦健診

と産褥健診を行うが、市立貝塚病院では婦人科専

門の高度な手術と治療を、市立泉佐野病院では

NICUの拡充と隣接する救命救急センターとの

連携強化によるハイリスク分娩対応や産婦人科救

急体制の充実を図った。市立泉佐野病院では市立

貝塚病院の医師も当直に参加することにより、産

婦人科当直常時2名体制を確立した。

上記のような医療資源を一点に集める集約化に

より、医師確保による安全な医療提供と機能分化

による医療施設の専門化が行われ、効率的な提供

体制の構築が可能となった。しかし、集約化によっ

て2つの医療施設のうち1つでは分娩を行われ

なくなるため、医療アクセスの低下を招き、妊婦

の需要行動を妨げる可能性がある｡そこで本稿で

は、妊婦の需要行動に注目し、集約化による医療

アクセスの低下が妊婦の施設選択に与える影響を

検証する。

医療施設の選択要因を明らかにした研究は多数

ある。中島（1998）4） は、病気の重症化の可能性

といった不確実性が大病院志向を促していること

を示しており、塚原（2004、2006）5）6）、徳永

（2007）7） は、外来患者は大病院志向が強く、性

別、疾患、健康状態と志向とが相関しているとし

ている。また、高取（2004）8）、Arocena,P.,

Garcia-Prado（2007）9） およびLuigiSiciliani,

AndersonStanciole,Rowena（2009）10） は、

待ち時間などの利便性が施設選択に影響している

こと述べている。

地理的空間的要因について論じている研究とし

て、平尾（2006）11）、谷川他（2009）12） は、医療

産婦人科集約化に伴う妊婦の施設選択行動の分析
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施設が近隣にあるなどの立地条件が患者の施設選

択に影響を与えていることを明らかにしている。

また、Hanink（1992）13）、村中亮夫・寺脇拓

（2005）14） は地理的制約は利用頻度を減少させ、

便益の波及効果を低下させるという距離減衰効果

について述べている注8。

さらに集約化と施設選択との関係を分析した研

究として、瀋他（2010）15） は集約化後の患者の

需要行動は施設要因と社会的経済的要因の影響を

受けていることを実証している。

以上より、先行研究は、患者の施設選択に病床

規模、施設要因、社会的経済的要因など様々な要

因が影響していることを示している。しかしなが

ら、地理的空間的要因については、近隣など主観

的な要因にとどまっており、近年問題となってい

る産科の医療提供体制と施設選択について論じた

研究は少ない。

上記の点を加味し、本稿では、供給側の要因と

需要側の要因を区別し、妊婦の施設選択に与える

要因を明らかにする。まず、第一に、本稿の主眼

である地理的空間的要因について、【医療施設の

位置】、【居住地域】、【交通手段】などの詳細な

変数を採用し、施設要因と比較して、その影響を

明らかにする。しかしながら、妊婦の施設選択に

は供給側の要因だけでなく需要側の要因も大きく

影響を与えると考えられる。そこで、第二に、需

要側の要因として社会的経済的要因を取り上げ、

その影響を検証する。

本稿の構成は以下のとおりである。第2節で

は、施設選択行動の評価方法について、データ収

集、調査デザインそして推定モデルについて述べ

る。第3節では、第2節の推計モデルをもとに記

述統計と推計結果を示す。第4節では、第3節の

結果をもとに、施設要因、社会的経済的要因そし

て地理的空間的要因について複数の側面から考察

する。第5節で本稿の内容をまとめて結びとする。

（1）データ収集

本稿の評価対象は、市立貝塚病院で分娩を行っ

た妊婦の産婦人科集約化前後の医療施設選択の変

化である。2003年から2007年までに市立貝塚

病院で分娩した女性注92,637人を対象に、2008

年3月～4月の期間に調査票を郵送し、有効回

答数は1,081通（全体の41％）であった。なお、

本調査は大阪大学医学部における倫理委員会の承

認を得た上で、貝塚市の条例に従って個人情報を

扱っている。

（2）調査デザイン

調査票は4部構成である。1部目に前回の市立

貝塚病院での出産への満足度（不満足度）とその

要因注10、2部目に集約化への知識と集約化後に分

娩を行う場合に希望する施設名（自由記述）とそ

の理由の選択、3部目に選択型実験の仮想的施設

選択問題、そして4部目に社会的経済的要因を

取り上げている。本稿では2部目の質問項目と4

部目の社会的経済的要因を用いる。

評価内容を可能な限り明確にするために、集約

化の内容、分娩費用そして周辺地域の参加などの

情報を、調査票に示している。具体的には次の通

りである。

第一に、産婦人科の医師不足によって市立泉佐

野病院と市立貝塚病院が統合し、診療科の機能分

化が行われる状況を説明し、それに関する知識を

質問している。

第二に、集約化に参加する市、町では分娩費用

が安くなることを提示し、最後にアンケートに回

答する妊婦の居住地域の市町村について、その参

加状況などを説明し、それに関する知識の有無を

質問している。
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さらに本稿では、妊婦の心理的負担を考慮し、

統合の概要を一括して文章にするのではなく、3

つの質問を通じて情報の提示を行うことで、回答

率と回答の精度の向上を図った。

（3）推定モデルおよび変数

本稿では、McFadden（1974）16） が提唱する

選択肢が3つ以上かつ順序関係がない場合の判

別問題を扱う多項ロジットモデル（Multinomial

Logitモデル）を用いて、妊婦の施設選択の要因

を分析した。

しかしモデルの成立には、全選択肢の効用の残

差が各選択肢の残差から独立し、かつ同じ分布を

持つという（無関係な選択肢からの独立性の仮定

（以下、IIA仮定（independenceofirrelevant

alternative））が条件になる。そこで、IIA仮定

の成立についてハウスマン検定を行ない、その結

果5％水準で仮定が棄却された。したがって、

IIA仮定が成立しないことから、独立性の条件を

緩和した入れ子型ロジットモデルを用いる。

本稿は、集約化後分娩が行われなくなる医療施

設に受診した妊婦の選択行動の変化に注目し、集

約化後の選択行動とその要因との関係をモデル化

することによって、集約化政策の効果を分析する

ことが目的である。

ここで、施設選択に至るまでのプロセスとして、

回答者はまず【集約化後継続する病院】と【それ

以外の医療施設】との選択を行い、つぎに【それ

以外の医療施設】を選択した妊婦は複数の選択肢

の中から特定の医療施設を選択するという2段

階の選択を想定する。このとき【それ以外の医療

施設】を【それ以外のNICUをもつ総合病院】、

�それ以外の総合病院】、【産院・診療所】の3

カテゴリーに分ける。図1に入れ子型ロジット

産婦人科集約化に伴う妊婦の施設選択行動の分析
―地理的空間的要因・施設要因・社会的経済的要因の影響―
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出所：筆者作成



モデルを示す。

また本稿の推定では、集約化後医療施設が閉鎖

されることによって、アクセスの低下を招く可能

性が高いと仮定する。ただアクセスなどの地理的

空間的要因以外に、個々の医療施設のもつ施設機

能や口コミなど様々な要因も影響をもたらすとし、

これら要因は社会的経済的要因などのフィルター

を通して複合的に施設選択に作用すると考える。

そこで説明変数については、地理的空間的要因、

施設要因そして社会的経済的要因に関する変数を

用い、これらが施設選択に与える影響を検討する。

第1に、地理的空間的要因については、【医療

施設の位置】、【居住地域】、【交通手段】の3変

数を用いた。また集約化前後の居住地と選択した

施設の地理的空間的変化にも着目し、通院距離や

交通時間などの【通院距離の変化】や【通院時間

の変化】の2変数を取り上げた。

第2に、施設要因については、施設機能、利

便性および評判を考慮し、【総合医療施設である

】、【新生児医療救急体制がある】、【医者の数が多

い】、【助産師の数が多い】、【診察時間が長い】、

�分娩にかかる費用が比較的安い】、【診察までの

待ち時間が短い】、【そこで分娩したことがある】、

�そこの評判がよい】の9変数を用いた。

第3に、社会的経済的要因については、妊婦

自身の属性、家族等の周囲の状況および集約化に

ついての知識の有無等を含め、【妊婦に関する年

齢】、【職業】、【学歴】、【世帯年収】、【お産の参加

の有無】、【子の兄弟の有無】、【車の所有】、【同居

の有無】、【送迎者の有無】、【集約化の知識】、【集

約化による費用の変化】の11項目を基本属性と

した。

上記の地理的空間的要因、施設要因および社会

的経済的要因などの変数を用い、6つのモデル式

で患者の施設選択を検討した。本稿のモデルで使

用する変数の概要を表1に示した。

（1）記述統計

本稿で使用するデータの記述統計を表2に示

した。

施設要因について、最も回答が多かったのは

�総合医療施設である】で40.15％である。つい

で、【新生児医療救急体制がある】と【分娩にか

かる費用が比較的安い】が多く、最も回答が少な

かったのが、【そこで分娩したことがある】であっ

た。

社会的経済的要因として、回答者の年齢は30

歳以上40歳未満が全体の68.18％、職業は専業

主婦が全体の67.62％、学歴は高卒・専門学校卒

が全体の51.53％、所得（年収）は400万円～

600万円未満が全体の35.15％を占めた。また、

前回の市立貝塚病院の出産について、全体の

63.18％が第1子にあたり、97.22％が車を所有

し、52.17％が通院時に送迎者がいた。

（2）推計結果

入れ子型ロジットモデルの推計結果を表3に

示した。

①【集約化後継続する病院】と【それ以外の医療

施設】の推定

【集約化後継続する病院】と比べ、【それ以外の

医療施設】への選択に影響を与える要因として、

地理的空間的要因と施設要因を考察する。ベース

は【それ以外の医療施設】とする。その結果を

表3に示した。

まず、地理的空間的要因について概観する。全

5変数のうち、【妊婦の居住地】、【通院距離の変

化】、【通院時間の変化】の3変数が有意であり、

�医療施設の位置】と【交通手段】については有

意ではなかった。
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３．結果



【妊婦の居住地】については、【岸和田以北】と

�泉南以南】には有意な結果が認められなかった

が、【泉佐野】また【貝塚】は正に有意であった。

このことから、【泉佐野】と【貝塚】など集約化

の当該地域に在住する妊婦は【集約化後継続する

病院】を選択するが、【岸和田以北】と【泉南以

南】など周辺地域の妊婦は、施設選択に明らかな

結果が得られなかった。したがって、当該地域と

周辺地域では集約化政策への影響が異なることが

示された。

【通院距離の変化】については、正に有意であ

ることから、【通院距離の変化】が増えたとして

も、【集約化後継続する病院】を選択することが

明らかとなった。この結果から、集約化によって

通院距離が延長されたとしても、必ずしも施設選

択に負に影響を与えるとは限らないことが示唆さ

れた。

さらに【交通手段】については有意な影響が認

められないが、【通院時間の変化】では、【自家用

車使用時の交通時間】が負に有意であり、【電車

利用時の交通時間】と【徒歩での交通時間】では

正に有意な結果であった。つまり、通院内容につ
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―地理的空間的要因・施設要因・社会的経済的要因の影響―

23

表1 データ概要

変数の説明 データ形式

被説明変数

タイプ 「集約化後継続する病院」＝1、「それ以外のNICUをも
つ総合病院」＝2、「それ以外の総合病院」＝3、「産院・
診療所」=4、「その他」=５

説明変数

地理的
空間的要因

居住地域 泉佐野市
貝塚市
岸和田以北
泉南以南

当該項目に該当する＝1、当該項目に該当しない＝0

医療施設の位置 同市内
隣接市内
それ以外

当該項目に該当する＝1、当該項目に該当しない＝0

交通手段 徒歩
バス
電車
自家用車

当該項目に該当する＝1、当該項目に該当しない＝0

通院距離の変化 実数（Km）

通院時間の変化 自家用車の交通時間（時間）
電車利用時の交通時間（時間）
徒歩での交通時間（時間）

施設要因 家から近い、総合医療施設、待ち時間が短い
分娩費用が安い、診察時間が長い、医師数が多い
助産師数が多い、新生児救急医療体制、分娩経験、
評判が良い

当該項目に該当する＝1、当該項目に該当しない＝0

社会的
経済的要因

年齢 20歳未満＝1、20歳以上30歳未満＝2、30歳以上40
歳未満＝3、40歳以上＝4

職業 常勤
非常勤
専業主婦

当該項目に該当する＝1、当該項目に該当しない＝0

学歴 高卒・専門卒
短大卒・大卒

当該項目に該当する＝1、当該項目に該当しない＝0

収入 200万円以下＝1、200万円以上400万円未満＝2、40
0万円以上600万円未満＝3、600万円以上800万円未
満＝4、800万円以上＝5

居住地域
貝塚市
泉佐野市
岸和田市
それ以外

当該項目に該当する＝1、当該項目に該当しない＝0

その他
お産教室の参加の有無、同居者の有無、兄弟の有無、
車の所有の有無、送迎者の有無
集約化の知識、集約化による費用の変化

当該項目に該当する＝1、当該項目に該当しない＝0
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表2 記述統計

施設要因 数 割合

総合医療施設である 434 40.15

新生児医療救急体制がある 419 38.76

医者の数が多い 73 6.75

助産師の数が多い 190 17.58

そこで分娩したことがある 6 0.56

診察時間が長い 61 5.64

家から近い 57 5.27

分娩にかかる費用が比較的安い 228 21.09

診察までの待ち時間が短い 137 12.67

そこの評判がよい 176 16.28

その他 250 23.13

社会的経済的要因 数 割合

年齢

＜20歳 8 0.74

20歳－30歳 245 22.66

30歳－40歳 737 68.18

40歳以上 88 8.14

無回答 3 0.28

職業

常勤 147 13.60

非常勤 163 15.08

専業主婦 731 67.62

それ以外 40 3.70

最終学歴

高卒・専門卒 557 51.53

短大卒・大卒 464 42.92

大学院卒 7 0.65

それ以外 53 4.90

世帯年間収入

200万円未満 43 3.98

200－400万円未満 328 30.34

400－600万円未満 380 35.15

600－800万円未満 135 12.49

800万円以上 86 7.96

答えたくない 109 10.08

車

あり 1,051 97.22

なし 25 2.31

無回答 5 0.46

送迎車

あり 564 52.17

なし 508 46.99

無回答 9 0.83

兄弟

あり 394 36.45

なし 683 63.18

無回答 4 0.37

（単位：件数、％）



いては、交通手段ではなく通院時間が影響を与え

ており、しかも徒歩や電車を利用している妊婦は、

�集約化後継続する病院】を選択するが、車を利

用している妊婦については、【それ以外の医療施

設】を選択するという結果が得られた。

一方、係数値については、【通院距離の変化】

よりも【妊婦の居住地】と【通院時間の変化】が

より大きい値を示したことから、地域性や交通時

間のほうが実測距離よりも影響が大きいことが示

された。

つぎに、施設要因について検討する。全9変

数のうち、【総合医療施設である】、【診察までの

待ち時間が短い】、【分娩にかかる費用が比較的安

い】、【診察時間が長い】、【新生児救急医療体制が

ある】、【そこで分娩したことがある】、【そこの評

判がよい】の6変数が有意な結果が示された。

そのなかで、【総合医療施設である】、【新生児

救急医療体制がある】、【分娩にかかる費用が比較

的安い】の変数が正に有意であり、これらの施設

機能やコストを重視する妊婦は、【集約化後継続

する病院】を選択することが明らかとなった。一

方、【診察までの待ち時間が短い】、【そこで分娩

したことがある】、【そこの評判がよい】などを重

視する妊婦は、【それ以外の医療施設】を選択す

るという結果となった。

これらの変数の係数値に着目すると、モデル1

では【診察までの待ち時間が短い】、【総合医療施

設である】がそれぞれ2.730と1.983と最も大

きく、次いで【分娩にかかる費用が低い】が続き、

�新生児救急医療体制がある】、【そこの評判がよ

い】、【そこで分娩したことがある】が低い値となっ

た。このことから、分娩経験や評判などの主観的

要因よりも時間要因や施設機能要因施設選択に影

響を与えていることが示された。

最後に、地理的空間的要因と施設要因を併せて

概観する。全要因の係数値を比べると相対的に施

設要因がより大きい値を示していることから、地

理的空間的要因よりも施設要因が強い影響を与え

ていることが明らかとなった。

またモデル6では【待ち時間が短い】と【通

院時間の変化】の時間要因が有意であった。しか

し、モデル1と比べ、【通院時間の変化】を追加

したことによって、【待ち時間が短い】の係数が

小さくなった。このことから、【通院時間の変化�

と【待ち時間が短い】の変数間に代替関係が生じ

ている可能性が推測される。

以上のことから、地理的空間的要因の影響は否

めないが、その要因には【通院距離の変化】など

の実測距離よりも、【妊婦の居住地】などの地域

性や【通院時間の変化】などの時間の影響が強い

ことがいえる。しかも地理的空間的要因よりも施

設要因のほうが、施設選択には強い影響があるこ

とも明らかとなった。

②【集約化後継続する病院】と【それ以外のNICU

をもつ総合病院】、【それ以外の総合病院】、【産

院・診療所】の推定

【集約化後継続する病院】を選択した妊婦と

�それ以外のNICUをもつ総合病院】、【それ以外

の総合病院】、【産院・診療所】を選択した妊婦の

社会的経済的要因を比較した。ベースは【集約化

後継続する病院】とする。

本稿では、社会的経済的要因として、【年齢】、

�最終学歴】、【職歴】、【世帯年間収入】、【自家用

車の有無】、【送迎車の有無】、【兄弟の有無】を用

いた。これら社会的経済的要因に関する変数は、

単体ではどれも有意ではなかった。すなわち、集

約化後希望する医療施設の選択において、個々の

社会的経済的要因による影響は認められないこと

が明らかとなった注11。
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表3 推計結果

【産科集約化後継続する病院】と
【それ以外の医療機関】との比較

モデル1 モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル6

係数 係数 係数 係数 係数 係数

地
理
的
空
間
的
要
因

医療施設
の位置

同市内

隣接市内

隣接外

0.720
（1.70）
0.257
（0.43）
－0.125
（0.50）

居住地域 泉佐野

貝塚

岸和田以北

泉南以南

1.574
（3.93）
0.782
（3.80）
－0.345
（－0.67）

1.037
（1.36）

***

***

交通手段 徒歩

バス

電車

自家用車

－0.229
（－0.83）
－0.389
（－0.87）

0.057
（0.18）
－0.402
（－1.27）

通院距離
の変化

通院距離 0.005
（2.78）

***

通院時間
の変化

自家用車使用時の交通時間

電車利用時の交通時間

徒歩での交通時間

－0.479
（－5.34）

0.022
（2.18）
0.065

***

***

***

施
設
要
因

総合医療施設

待ち時間が短い

分娩費用が低い

診察時間が長い

医師数が多い

助産師数が多い

新生児救急医療体制

分娩経験あり

評判が良い

1.983
（9.34）
－2.730
（－4.36）

1.673
（6.08）

－12.999
（－0.03）

0.687
（1.15）
－0.879
（－1.38）

1.339
（4.80）
－1.220
（－3.65）
－1.307
（－4.38）

***

***

***

***

***

***

1.970
（9.24）
－2.624
（－4.11）

1.585
（5.76）

－13.906
（－0.02）

0.613
（1.03）
－0.731
（－1.13）

1.338
（4.77）
－1.211
（－3.73）
－1.271
（－4.26）

***

***

***

***

***

***

1.982
（9.12）
－2.563
（－3.99）

1.590
（5.72）

－12.772
（－0.03）

0.567
（0.97）
－0.790
（－1.24）

1.366
（4.65）
－1.276
（－3.93）
－1.282
（－4.18）

***

***

***

***

***

***

2.001
（9.37）
－2.720
（－4.34）

1.697
（6.12）

－14.001
（－0.02）

0.730
（1.23）
－0.865
（－1.36）

1.342
（4.79）
－1.203
（－3.61）
－1.388
（－4.53）

***

***

***

***

***

***

2.152
（6.58）
－2.890
（－3.65）

2.273
（5.20）

－14.371
（－0.02）

0.891
（0.96）
－1.564
（－1.64）

2.240
（4.30）
－1.454
（－3.62）
－2.076
（－5.18）

***

***

***

***

***

***

2.404
（6.35）
－2.607
（－2.94）

2.425
（4.94）

－15.143
（－0.02）

1.448
（1.30）
－1.132
（－1.14）

2.431
（3.86）
－1.374
（－2.99）
－2.069
（－4.65）

***

***

***

***

***

***

【産科集約化後継続する病院】と
【それ以外のNICUをもつ総合病院】との比較

モデル1 モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル6

係数 係数 係数 係数 係数 係数

社
会
的
経
済
的
要
因

年齢 3.005
（0.34）

4.864
（0.76）

5.106
（0.78）

3.933
（0.45）

1.797
（0.32）

1.176
（0.24）

職業 常勤

非常勤

専業主婦

－665.688
（0.00）

275.305
（0.16）

297.185
（0.17）

－348.537
（0.00）

141.403
（0.27）

154.293
（0.30）

－389.552
（0.00）

160.134
（0.22）

175.425
（0.24）

－359.598
（－0.01）
133.684
（0.53）

154.686
（0.61）

－26.277
（－0.05）
47.575
（0.24）
57.625
（0.29）

－45.135
（－0.04）
68.223
（0.15）
73.741
（0.16）

学歴 高卒・専門卒

短大卒・大卒

3.335
（0.05）
4.285
（0.07）

－9.096
（－0.32）
－5.569
（－0.22）

－6.900
（－0.24）
－5.087
（－0.19）

0.630
（0.01）
2.088
（0.04）

5.622
（0.17）
5.772
（0.17）

－9.392
（－0.64）
－6.517
（－0.51）

年収 7.500
（1.52）

5.869
（1.36）

6.029
（1.15）

7.410
（1.52）

2.344
（1.03）

2.394
（0.92）

それ以外 お産教室の参加の有無

兄弟の有無

車の所有

同居者の有無

送迎者の有無

－644.110
（－0.32）
22.431
（1.69）
50.688
（1.84）
－4.491
（－0.35）
－5.476
（－0.59）

－328.727
（－0.02）
20.663
（1.63）
39.687
（1.79）
－4.796
（－0.47）
－4.599
（－0.66）

－356.383
（－0.01）
20.224
（1.50）
41.189
（1.36）
－3.081
（－0.31）
－4.367
（－0.62）

－367.658
（－0.18）
23.081
（1.70）
50.033
（1.73）
－4.709
（－0.37）
－5.142
（－0.57）

－294.255
（0.00）
4.093
（0.68）
10.570
（0.91）
－0.791
（－0.14）
－7.932
（－1.43）

－106.417
（－0.19）

5.041
（0.78）
22.154
（1.89）
－0.935
（－0.15）
－7.446
（－1.25）

知識 集約化の知識

集約化による費用の変化

－2.203
（－0.17）
－6.751
（－0.57）

0.646
（0.07）
－4.735
（－0.50）

1.066
（0.11）
－6.910
（－0.67）

－1.074
（－0.09）
－6.279
（－0.55）

－3.059
（－0.47）
－12.864
（－1.31）

－1.470
（－0.19）
－11.733
（－1.29）

定数項 －458.383
（－0.27）

－264.238
（－0.50）

－290.537
（－0.39）

－313.001
（－1.05）

－99.422
（－0.49）

－109.973
（－0.24）
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【産科集約化後継続する病院】と
【それ以外の総合病院】との比較

モデル1 モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル6

係数 係数 係数 係数 係数 係数

社
会
的
経
済
的
要
因

年齢 0.678
（0.18）

－0.240
（－0.07）

0.717
（0.19）

0.345
（0.09）

1.751
（0.96）

1.605
（0.96）

職業 常勤

非常勤

専業主婦

－14.791
（－1.06）
1.381
（0.09）

－11.579
（－0.86）

－8.962
（－0.76）
0.116
（0.01）

－11.188
（－1.10）

－11.207
（－0.74）
－1.911
（－0.19）
－12.247
（－1.08）

－15.469
（－1.07）
1.564
（0.11）

－11.657
（－0.85）

－8.592
（－1.16）
－4.043
（－0.73）
－8.739
（－1.48）

－10.468
（－1.75）
－1.899
（－0.44）
－11.553
（－2.13）

学歴 高卒・専門卒

短大卒・大卒

－45.979
（－1.51）
－45.007
（－1.43）

－23.965
（－1.39）
－21.531
（－1.34）

－26.691
（－0.86）
－25.468
（－0.77）

－43.571
（－1.35）
－41.975
（－1.24）

－14.210
（－1.40）
－14.208
（－1.27）

－14.591
（－2.14）
－10.964
（－1.97）

年収 －1.470
（－0.43）

－2.391
（－0.94）

－2.761
（－1.11）

－1.331
（－0.38）

－1.660
（－1.18）

－0.843
（－0.71）

それ以外 お産教室の参加の有無

兄弟の有無

車の所有

同居者の有無

送迎者の有無

－1.870
（－0.24）
4.881
（0.74）
11.757
（0.72）
－7.035
（－1.32）
3.584
（0.76）

－6.103
（－0.85）
－1.273
（－0.22）
8.029
（0.53）
－6.752
（－1.22）
3.049
（0.69）

－5.511
（－0.53）
－0.149
（－0.01）
8.831
（0.58）
－5.459
（－0.95）
2.725
（0.60）

－1.921
（－0.24）
4.099
（0.54）
10.506
（0.65）
－7.146
（－1.34）
3.202
（0.69）

－2.398
（－0.69）
－3.518
（－1.46）
－3.207
（－0.63）
－2.427
（－0.97）
1.784
（0.56）

0.518
（0.15）
－3.819
（－1.57）
－1.268
（－0.21）
－2.529
（－1.04）
－0.050
（－0.02）

知識 集約化の知識

集約化による費用の変化

4.486
（0.67）
－0.923
（－0.14）

1.356
（0.22）
3.255
（0.67）

0.447
（0.06）
2.785
（0.37）

4.613
（0.62）
－0.116
（－0.02）

－2.876
（－0.84）
1.402
（0.46）

－0.182
（－0.06）
2.312
（0.94）

定数項 －28.912
（－0.89）

－11.692
（－0.49）

－11.017
（－0.38）

－27.463
（－0.81）

8.715
（1.15）

2.355
（0.27）

【産科集約化後継続する病院】と
【産院・診療所】との比較

モデル1 モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル6

係数 係数 係数 係数 係数 係数

社
会
的
経
済
的
要
因

年齢 －2.638
（－1.21）

－1.764
（－1.10）

－1.617
（－0.91）

－2.701
（－1.25）

－0.127
（－0.15）

0.005
（0.01）

職業 常勤

非常勤

専業主婦

3.794
（0.39）
－2.903
（－0.27）
－0.401
（－0.04）

1.848
（0.27）
－3.329
（－0.51）
0.013
（0.00）

1.773
（0.24）
－3.490
（－0.50）
－0.893
（－0.14）

3.275
（0.35）
－3.256
（－0.32）
－0.589
（－0.06）

2.089
（0.59）
0.363
（0.12）
0.918
（0.33）

3.281
（1.02）
－1.375
（－0.42）
2.207
（0.76）

学歴 高卒・専門卒

短大卒・大卒

38.023
（1.38）
33.913
（1.24）

21.018
（1.19）
16.483
（1.04）

22.771
（0.77）
18.552
（0.66）

35.948
（1.28）
31.616
（1.15）

10.956
（1.16）
11.063
（1.13）

9.622
（1.60）
8.089
（1.42）

年収 －3.064
（－1.82）

－2.176
（－1.29）

－2.254
（－1.11）

－3.042
（－1.76）

0.183
（0.36）

0.095
（0.18）

それ以外 お産教室の参加の有無

兄弟の有無

車の所有

同居者の有無

送迎者の有無

－6.273
（－1.10）
3.735
（1.03）
10.707
（1.04）
2.107
（0.51）
2.823
（0.80）

－4.195
（－1.02）
4.243
（1.75）
5.793
（0.81）
3.269
（1.07）
1.616
（0.58）

－3.639
（－0.80）
4.847
（1.83）
6.615
（0.72）
2.953
（0.99）
1.782
（0.57）

－6.086
（－1.10）
3.746
（1.10）
10.518
（1.04）
2.054
（0.52）
2.800
（0.82）

1.565
（0.94）
1.601
（1.48）
0.656
（0.27）
0.279
（0.25）
－0.373
（－0.32）

0.692
（0.49）
1.860
（1.67）
－2.597
（－0.53）
0.333
（0.29）
0.124
（0.13）

知識 集約化の知識

集約化による費用の変化

－1.658
（－0.41）
3.651
（0.94）

－0.587
（－0.20）
1.457
（0.58）

0.130
（0.04）
1.870
（0.58）

－1.819
（－0.46）
3.370
（0.91）

0.190
（0.11）
0.240
（0.23）

－1.136
（－0.82）
－0.481
（－0.43）

定数項 －64.233
（－1.38）

－37.131
（－1.23）

－40.813
（－0.87）

－60.088
（－1.30）

－17.427
（－1.10）

－17.075
（－1.94）

LL
LRtestforIIA
AIC
Numberofobs
Numberofcases

－931
chi2（1）=
2,000.12
4,685
937

9.75***
－926
chi2（2）=
2,000.06
4,685
937

8.82***
－917
chi2（1）=
1,982.88
4,685
937

7.69***
－930
chi2（1）=
2,005.46
4,685
937

10.65***
－375
chi2（1）=
894.17
3,150
630

5.17***
－342
chi2（1）=
827.55
3,150
630

6.43***



前節では、集約化後の施設選択において、医療

施設を【集約化後継続する病院】、【それ以外の医

療施設】の2つのカテゴリーに分類し、後者に

ついては、【NICUをもつ総合病院】、【それ以外

の総合病院】、そして【産院・診療所】の3つの

カテゴリーに分類して、地理的空間的要因、施設

要因、社会的経済的要因から妊婦の施設選択につ

いて分析を行った。その結果、次のことが示され

た。

第一に、地理的空間的要因について検討する。

�集約化後継続する病院】と【それ以外の総合病

院】の2つから瀬なくする一段階においては、

医療施設の位置や通院距離の変化など実際の距離

の影響を受けるのではなく、居住地域などの地域

性や通院時間などの時間要因に左右されることが

明らかとなった。

しかも居住地域については、当該地域の妊婦は

分娩を継続する医療施設への受診を希望するが、

周辺地域に在住する妊婦は必ずしも受診を希望す

るとは限らないことが示された。このことから、

居住する地域によって選択する施設は異なる。集

約化が医療資源不足問題から端を発したとしても、

効率的な医療提供体制の構築にあたっては、管轄

地域の検討も併せて行うことが重要であると推察

される。

また通院時間については、当該医療施設が最寄

りの駅から徒歩圏内という立地条件と泉南地域が

車利用者が多いという地域性が反映される結果が

得られた。この点について集約化政策の効果の検

討においては、鉄道の有無といった通院条件や地

域性を加味したアクセスの検討が欠かせないこと

が示唆された。

さらに【通院距離の変化】について、集約化を

実施した地域の妊婦にとって、実測距離が長くなっ

ても当該医療施設を選択することから、地理的空

間的要因によるアクセスの低下以外に別の要因が

施設選択の決定要因になっていることが示された。

以上のことから、施設選択は地理的空間的要因の

影響を受けるとしても、実測距離ではなく、居住

地域などの地域性や医療施設の立地条件に左右さ

れていることが明らかとなった。

第2に、施設要因について概観する。【集約化

後継続する病院】は施設機能や分娩費用といった

客観的要因によって選択されるが、【それ以外の

医療施設】については経験や評判などの主観的要

因と待ち時間が選択要因となっていることが明ら

かとなった。このことから、施設機能の客観的要

因の改善に加え、分娩費用の情報公開や待ち時間

の短縮化を図ることによって、妊婦の需要行動の

変容を促す可能性があることが推察される。

第3に、施設選択と地理的空間的要因を併せ

て概観する。【集約化後継続する病院】と【それ

以外の医療施設】の選択において、変数の種類と

影響の度合い、いずれについても地理的空間的要

因よりも施設要因のほうが決定要因になっている

ことが分析から示された。すなわち、地理的空間

的要因のみが妊婦の需要行動を決定するわけでは

ないことが明らかとなった。

また、通院時間の変化と待ち時間の長さが有意

であることから、2つの変数間には代替性があり

うる。したがって通院時間または待ち時間の短縮

化を図ることで需要行動の変容を促すことが可能

である。そこで、集約化による医療アクセスの低

下を、待ち時間や交通時間の短縮で代替できない

かについては、今後検証し、予約システムの改善

や巡回バスの施行が有効であるかを評価していく

ことも重要であることが考察される。

最後に、医療施設の機能分化についても検討す

る。【集約化後継続する病院】の選択では、総合
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医療施設機能、新生児救急医療体制などの施設機

能や分娩費用が相対的に低いことが決定要因となっ

ている。新生児医療体制と併せて総合医療体制も

選択要因にあげられていることから、高度な医療

技術に加え分娩後も引き続き同じ医療施設で受診

できることが重視されている。また、分娩入院の

費用設定が重要であるといえる。

したがって、日本の医療制度の特徴として、患

者が医療施設を自由に選択できるフリーアクセス

が認められている一方で、重複受診などによる医

療費損失を招いているといった指摘がある。集約

化はそうした問題への改善策にもなりうる。つま

り集約化に加え専門分化も患者の需要行動にそっ

て行えば、医療資源の効率的活用が可能となり、

社会厚生上の損失が防止できると考えられる。

本稿では、【集約化後継続する病院】に対し

�それ以外のNICUをもつ総合病院】、【それ以外

の総合病院】と【産院・診療所】などの【それ以

外の医療施設】を比較し、妊婦の施設選択を評価

した。その結果、施設選択には一概に地理的空間

的要因だけが影響を与えているわけではないこと、

地理的空間的要因についても実測距離や通院手段

ではなく通院時間の変化や地域性が決定要因であ

ることが明らかとなった。また、【集約化後継続

する病院】を選択する妊婦は、総合医療施設機能

や新生児救急医療施設などの施設機能要因を選択

基準にするのに対し、【それ以外の医療施設】を

選択する妊婦は経験や評判など主観的要因と待ち

時間を選択基準とする。

以上のことから、集約化による医療アクセスの

低下が、妊婦の施設選択に与える影響は低いこと

が示された。また、客観的要因の改善と待ち時間

や通院時間などについて時間短縮を図ることで、

妊婦の行動変容が可能であることも示唆された。

さらに、異なる各医療施設へのニーズと各医療施

設の適した管轄地域の推定を行うことで、希少な

医療資源を対象地域に効果的に提供することが可

能となる。

しかしながら本稿には課題も残されている。本

稿では【集約化後継続する病院】に着目し、地理

的空間的要因と施設要因また社会的経済的要因が

集約化後の施設選択に影響を与えるか明らかにす

ることに焦点を当てている。そのためアンケート

の対象を市立貝塚病院で分娩経験のある妊婦とし

ているため、サンプリングバイアスが発生してい

ると考えられる。つまり【新生児救急医療体制】

や【分娩費用が低い】などの施設要因が過大に評

価されていることも考えられ、今後も実際の妊婦

の動きなど検証していく必要がある。
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注
1 厚生労働省（2008）『医師・歯科医師・薬剤師調

査』によれば、医療施設従事医師数は 1998年に

23.7万人であったのが、2006年には 26.4万人、

2022年には30.5万人へと増加が見込まれている。

しかし、産婦人科医師数については、1996年の

11,264人から2006年は10,074人へと10.6％減少

し、他診療科の医師数が増加するなか、その減少割

合は大きい。

産婦人科集約化に伴う妊婦の施設選択行動の分析
―地理的空間的要因・施設要因・社会的経済的要因の影響―
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2 厚生労働省（2008）『医師・歯科医師・薬剤師調

査』によれば、地域偏在に関して、常勤産婦人科医

師1人取得率が全国平均14.8％に対し、大阪府にお

いては4.7％と大きく下回っている。また診療科偏

在については、1996年度から2006年度にかけて全

国平均が8.3％増加するなかで、精神科が最も高く

20.0％、次いで泌尿器科16.8％、皮膚科15.4％で、

減少したのが外科▲7.7％と産婦人科▲10.6％である。

3 厚生労働省（2008）『医療施設調査・病院報告』

によれば、産科の特徴として、新規参入医師のうち

7割が女性であることから、結婚・妊娠による退職

といった要因も加わり、中年層の医師一人当たりの

負担が増えている。

4 厚生労働省は、医師不足に対し、2005年に国に

よる一律管理から都道府県ごとの施策を求めた「医

療制度改革大網」をまとめている。2006年には、地

域ごとの医師不足問題への対応や医療施設の機能集

約化と相互の連携などを視野に「良質な医療を提供

する体制の確立を図るため医療法等の一部を改正す

る法律」を制定した。さらに2009年度の第一次補

正予算で、医師確保や医療施設の機能強化など地域

における医療課題の解決を図るため、都道府県に

「地域医療再生基金」を設置した。

5 大阪府の地域医療再生計画では、「泉州南部にお

ける公立病院再編」を目標に、がん医療提供体制の

強化や基幹的救急医療体制の形成といった病院の機

能再編に5.8億円、公立病院間ネットワークシステ

ムの構築など診療機能の一体的な提供に8.5億円、

現状分析やシミュレーションなど機能再編に関する

検討に0.8億円、合同症例検討会や連携会議の開催

など地域の医療施設との連携に0.6億円そして医師

にとっての魅力ある病院づくりに基金額5.4億円が

組まれている。

6 大阪府医療施設情報システムによると泉州医療圏

「岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、

岬町」の産科と産婦人科は35医療施設が検索され

たが、そのなかには妊婦健診のみであったり婦人科

単科になっているものも含まれている。現在、分娩

まで行っている施設は12医療施設で、その内訳は6

つの産院・診療所と6つの総合病院である。

7 大阪府では、普通分娩のみならず母体救命を含め

たハイリスク分娩まで対応できる広域母子医療整備

対策として7,536万円（2009年度予算）を計上して

いる。そのうち、「りんくう総合医療センター」に

は2,510万円の補助金が投じられている。

8 外部経済の距離減衰効果については、村中他（2005）

がWTPおよびWTAを用いて環境保全の費用負担

を推計しているが、社会的経済的要因以外に対象の

意識や地域効果など複数の要因が影響し、必ずしも

距離減衰効果があるとはいえないとしている。

9 調査対象を経産婦としたのは、出産経験のない女

性と比較し、医療サービスについての情報の非対称

性が小さいため、回答の信頼性が高くなることを想

定したためである。

10 本稿ではアンケート項目に希望する施設名とその

理由をにいれ、施設選択には患者の選好が影響して

いると仮定し、これら主観的な回答を施設要因に用

いている。これは施設選択には患者の選好が入るが、

それら選好は必ずしも病院の特性と一致しているわ

けではない点、また病院においては、病床数は全病

床数の情報となり、医師数についても常勤、非常勤

そして研修医が入り診療所との共通の基準での客観

的情報が入手しにくい点などから、本稿では主観的

要因を採用した。

11 社会的経済的要因は、単体では有意な差が認めら

れなかった。しかし、変数の組み合わせによっては

社会的経済的要因による施設選択効果も認められる

可能性がある。この点については、今後の課題とし

て詳細に検証していきたいと考える。
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AnalysisofPregnantWomen'sMedicalInstitution
ChoiceBehaviorAssociatedwithConsolidationof

ObstetricsFacilities

AdachiYoshimi＊1,ShenJunyi＊2,MorishigeKenichiro＊3,

IsoHiroyasu＊4,SaijoTatuyoshi＊5

－Impactofgeospatialfactors/facilitiesfactors/socioeconomicfactors－

Abstract

AsameansofaddressingthesevereshortageofobstetricsandgynecologydoctorsinJapan,consolidationof

obstetricsfacilitieshasbeenpromotedinrecentyears.However,sinceconsolidationinvolvestheclosureof

obstetricsdepartmentsinsomemedicalinstitutions,itislikelytocausedeteriorationinhealthcareaccessfor

pregnantwomenlivinginareaswhereconsolidationtakesplace.

Thispaperanalyzedtheimpactofhealthcareaccessonthechoiceofmedicalinstitutionamongpregnant

womenlivinginareaswhereconsolidationhastakenplace.Wefirstexaminedtheimpactofgeospatialfactors

fromvariousaspects,suchashospitallocation,residencearea,transportationmeans,changeindistancetothe

hospital,andchangeintraveltimetothehospital.Howgeographicalrestrictionsresultingfromconsolidation

affectpregnantwomen'schoiceofmedicalinstitutionwasevaluatedincomparisonwithfacilitiesfactors.We

thenexaminedwhethersocioeconomicfactorsaffectpregnantwomen'sinstitutionchoice.

Weclassifiedmedicalinstitutionsselectedbypregnantwomenintotwocategories:hospitalscontinuingto

provideobstetricalservicesafterconsolidation("continuinghospitalsafterconsolidation")andothermedical

institutions.Thelatterwerefurtherclassifiedintothreetypes:generalhospitalswithneonatalintensivecare

units(NICUs)("othergeneralhospitalswithNICUs"),othergeneralhospitals("othergeneralhospitals"),and

maternityhospitalsandclinics("maternityhospitals/clinics").Wecarriedoutanalysesusinganestedlogit

model.

Analysesrevealedthatforalltypesofmedicalinstitutions,pregnantwomen'schoicebehaviorwasinfluenced

bynotonlygeospatialfactors,butalsofacilitiesfactors,indicatingthatadistance-decayeffectisnotalways

present.Itwasalsorevealedthatpregnantwomenchoosing"continuinghospitalsafterconsolidation"attached

moreimportancetoobjectivefactorssuchascomprehensivemedicalcarefacilities/functions,whereaspregnant

womenchoosing"othermedicalinstitutions"attachedmoreimportancetosubjectivefactors(reputation,etc.)

andwaitingtime.

[Keywords]consolidationofobstetricsfacilities,institutionchoicefactors,healthcareaccess
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日本の地域医療は全体として危機的状態にある

が、それは都市部と農村部で様相を大きく異にし、

その打開策はそれぞれ独自に考察する必要がある。

本研究では農村部（厳密には農山漁村地域）、と

りわけ過疎地域、ないし条件不利地域（以下、過

疎地域と呼ぶ）の医療供給の問題に焦点をあてる。

先行研究は、農村地域医療の構造的危機を克服し

ようとする優れた経験を分析してきたが注1、財政

面からの掘り下げはきわめて不十分である。本研

究は、その代表事例である岩手県沢内・藤沢両モ

デルと島根県隠岐モデルを病院の経営面、財政負

担の面から分析し、ここから導かれた教訓を通じ

て農村・過疎地域医療の政策課題を提起する。

農村・過疎地域における医療供給の深刻な実情

33

１．はじめに

２．過疎地域医療研究へのアプローチ

桒田 但馬＊1 関 耕平＊2 内山 昭＊3 橋本 貴彦＊4

抄 録

過疎地域における公的医療供給の事例分析
―岩手県沢内・藤沢両モデル、島根県隠岐モデルの成果と教訓―

日本の地域医療は構造的危機が続いているが、都市部と農村部とでは様相を大きく異にする。地域医療及びその中

核である公的医療供給は、農村・過疎地域におけるハード・ソフト両面から住民生活や地域社会にとって不可欠のイ

ンフラである。本研究は農村部、特に過疎地域医療の中核に位置する公的病院について、先進事例である岩手県沢内、

藤沢両モデル、島根県隠岐モデルを経営面、財政面から光をあてて分析した。

本研究から導かれた結論は以下の諸点である。第1に、公的医療供給と経営の効率化を両立させなければならない

が、そのためには、公的医療機関や行政の幹部のリーダーシップ、医療・保健・福祉従事者全体のチームワーク、住

民・住民団体の一層の協力・連携システムの構築において、一層の創意工夫が求められる。第2に、各地域の実情に

応じて都道府県・市町村が経営面・財政面でフレキシブルに分担・協力し、チェックするシステムの構築が喫緊の課

題となっている。第3に、医療、地域医療が持つ公共性、非市場的性格の点から、公的病院の経営赤字の背景を明確

にし、これをふまえて国、都道府県、市町村は必要な財政措置を講じる必要がある。第4に、狭域の公的病院の経営

主体は一義的に決定することはできず、市町村立、都道府県立、広域連合立、一部事務組合など地域的歴史的事情に

配慮して関係自治体、地域住民が選択し、決定する問題である。

公的病院の経営悪化に対処するために、総務省は「公立病院改革ガイドライン」（2007年）を策定し、全国の自治

体に公立病院の経営黒字化、それができなければ、縮小、統廃合を求めたが、この方向は農村地域医療を解体に導く

恐れが強い。本研究の結論はこれに対するオルタナティブの提案である。

キーワード：農村・過疎地域医療、沢内病院、藤沢町民病院、隠岐病院、公立病院改革ガイドライン
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＊1 岩手県立大学准教授：kuwada@iwate-pu.ac.jp
＊2 島根大学准教授：sekik@soc.shimane-u.ac.jp
＊3 成美大学副学長：aut20005@ec.ritsumei.ac.jp
＊4 立命館大学准教授：tht27008@fc.ritsumei.ac.jp



は、時期によって濃淡があるものの、長期にわた

る構造問題である。ここでは民間医療機関が脆弱

であるために、地方自治体が係わる公的医療機関

の役割が大きくならざるを得ない。しかるに近年、

経営、財政問題を理由に公的医療機関は厳しい局

面におかれている。「地方公共団体の財政の健全

化に関する法律」（2007年6月公布）にもとづ

いて、総務省は「公立病院改革ガイドライン」

（2007年12月）を策定した。これは各自治体に

対し「公立病院改革プラン」の作成を求め、これ

に沿って病院経営の黒字化を図るか、それができ

なければ縮小、統廃合などを半ば強制する性格を

有している。

この5年間で自治体が関与する医療機関（公

的な病院、診療所、地方独立行政法人を含む）は

大幅な再編、統廃合を余儀なくされ、4,991機関

（2006年3月）から4,578機関（2011年5月）

へと、413（内訳：病院87、診療所326）もの

減少がみられる（日本経済新聞2011年8月20

日付）。再編、統廃合は病院の診療所化（無床化）、

複数の病院の統合、県立病院の市町村への移管、

民間譲渡などの手法で行われている。公的医療機

関の経営悪化が自治体の財政負担の増加をもたら

すことは確かである。しかし、こうした再編・統

廃合は公的医療機関の経営内容や地域において果

たしている機能を問うことなく、病院経営の黒字

化、財政負担の軽減を至上命題とするため、地域

医療を解体に導く恐れがある。

自治医科大学（2009）2）によれば、地域医療は

機能面から次のように定義される。「地域住民が

抱えるさまざまな健康上の不安や悩みをしっかり

と受け止め、適切に対応するとともに、広く住民

の生活にも心を配り、安心して暮らすことができ

るよう、見守り、支える医療活動」であり、それ

は「地域住民のための生活支援活動であり、地域

医療の主人公は地域住民」である、と。こうした

機能を十全に発揮していく上で、医療の供給・需

要といった視点だけでは不十分であり、国や地方

自治体といった医療以外の「生活支援活動」の供

給者と公的医療機関との連携、地方自治体との信

頼関係の醸成、財政支援のあり方、保健・福祉と

の連携が重要な視点となる。以上のような視点に

基づいて、地域医療の構造的な危機を克服しよう

とする優れた経験が生み出されてきた。本研究で

取り上げる岩手県の沢内病院と藤沢町民病院、島

根県の隠岐病院と島前病院などはその典型事例で

ある。

加えて地域医療は「一定の地理的空間的範囲」

を対象とするため、狭域・広域という範囲の問題、

さらにこの範囲と照応する医療「段階」があり、

この点について言及しておかねばならない。農村・

過疎地域の医療供給面に即して言うと、公的医療

機関について狭域的・広域的な役割分担、一次医

療・二次医療といった各段階とその機能分担につ

いてである。

公的病院が狭域的に医療を担う場合、初期医療・

一次医療の段階に照応し、主に4つの経営主体

が想定される。①町村立（直営）。我々の調査対

象のうち、岩手県では国保沢内病院や国保藤沢町

民病院がこれにあたる。②広域連合立や一部事務

組合立。今回の調査対象の島根県における隠岐広

域連合立の島前病院。③県立。都道府県のなかで

県立病院が最も多い岩手県では、大東病院、大槌

病院、（無床）診療所化（2008年度から）前の

住田病院など。④厚生農業協同組合連合会、社会

福祉法人、医療法人などによる設立。JA長野県

厚生連小海分院（佐久総合病院）や岩手県済生会

岩泉病院がこれにあたる。

これに対して広域的に医療を担う場合、高度医

療・二次医療の段階に照応し、主に3つの経営

主体が想定される。①道県立。岩手県では釜石病

院、千厩病院など。②広域連合立や一部事務組合

医療経済研究 2012Vol.24No.134



立。隠岐広域連合立の隠岐病院。③社会福祉法人、

厚生連などによる設立。JA長野県厚生連小諸厚

生総合病院。さらに都道府県域全体で、または都

道府県域を超えて高度医療、特定専門分野の医療

を担う病院がある。岩手県立中央病院、盛岡赤十

字病院、佐久病院などがこれに該当する。

こうした空間的範囲および医療の段階の区分お

よび役割分担は言うまでもなく連続性を持ち、各

医療機関単位で見るならば、重複する。したがっ

て当然、現場の医師等からすれば、こうした区分

は医療法制度上・行財政上の都合による、便宜的

なものであると批判の対象になる。

本稿はこうした批判を否定しないまでも、狭域・

広域および一次医療・二次医療といった区分が研

究対象を明確化する利点を認める。したがって、

本稿で過疎地域医療研究という場合、その対象は

基本的に狭域医療であり、初期医療、一次医療を

念頭に置いているが、広域医療すなわち高度医療、

二次医療との連続性や重複をも視野に入れて分析

している。

岩手県の西和賀町立（旧沢内村立）沢内病院に

おける「生命尊重行政、保健と医療の包括ケア」、

一関市立（旧藤沢町立）藤沢病院における「保健・

医療・福祉の包括ケアシステム」、島根県の隠岐

病院、島前病院の経営における県と町の広域連合

立方式は、地域医療の維持へ向けた優れた事例で

ある。これらは事例研究として取り上げられてき

たものの、病院の経営面、財政負担面を含めたトー

タルな分析はきわめて不十分であった。本研究は

この両面からの分析を中心に3つの事例の実態

を明らかにし、過疎地域の医療像、望ましい経営

のあり方、公的病院に対する市町村や都道府県の

役割・財政責任、供給体制の条件整備、医療にお

ける住民参加のあり方を考察する。これによって、

総務省「公立病院改革ガイドライン」に対するオ

ルタナティブとその方向性を析出する。

（1）1960・70年代の生命行政と沢内方式

貧困、多病多死、豪雪の三重苦の軽減、克服に

「生命尊重」を村是にして取り組み、とくに乳児

死亡率ゼロの達成において大きな成果を収め、全

国に名を轟かせたのが1957年に沢内村長（～1965

年）に就任した深沢晟雄である。彼が主張する

「生命尊重行政」は人間の尊厳や健康（人間発達）

さらにくらしを最優先する村づくりを意味する。

その土台は憲法に反する人間の格差を認めないこ

とであり、具体的な実践方法として保健を主とし、

それに医療・病院等が含まれるような行政（「保

健・医療の包括ケア」）があげられる注3。

深沢村長時代の保健行政の詳細は菊地（1968）4）、

畠山（1982）5）、太田・増田他（1983）6）などに委

ねるが、その最大の特徴は保健婦（当時）の数と

業務にあり、前者については人口 5千人当たり

の数が県内で最多（3～5人）で、後者は多様な

訪問事業、指導・相談業務、各種検診の実施、調

査研究など老若男女問わず、くらしの見直し（公

衆衛生）に関して多岐に及んだ点にある。

さらに、沢内病院とその医師・看護婦等を心身

のセーフティネットにできる保健と医療の一体的

システムの柱として、（新）国民健康保険法施行

後の1960年から実施されたのが老人医療の窓口

負担無料化である。すなわち65歳以上の村民に

対する国保10割給付であり、1961年から60歳

に引き下げられ、さらに給付対象に乳児も加えら

れた。この措置によって、患者が医療費負担から

開放され、患者が潜在化することがなくなり、重

症患者や乳児死亡が減少した。

村は1963年に、「村立病院」、国保を扱う「保

険課」（健康管理事業も部分的に担う）、「福祉課」
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３．旧沢内村・沢内病院における生命尊
重行政と保健・医療の包括ケア注2



を組織再編して厚生部を創設した。その部長を沢

内病院長とし、そのもとに両課に加えて、医療の

中心である病院、健康促進と予防を担当する「健

康管理課」（副院長が課長を兼務で、保健婦等を

課員とし、病院の一室に設置された）を設置し、

従来の縦割りではなく、保健・医療・福祉の総合

化を図る横割りとした。これによって、部長や課

長あるいは村長のリーダーシップの下でチームワー

クが十全に発揮されたのである。

こうした保健行政の民主化と一元化によって、

村行政ぐるみで保健活動を展開した点にも生命行

政の特徴がみられるが、それ以上に地域に根ざし

て展開していたことも特筆に価する。その典型は

村青連会長、村婦連会長、地域婦人会長、生活改

良普及員などからなる教育委員会所管の保健委員

会（後の村保健調査会）であり、生命行政を科学

的に推進するための原動力となった。「各地区」

で住民のなかから各種団体の推薦により選出され

る保健連絡員（後に保健委員）が保健行政・保健

婦や保健委員会とのパイプ役になり、社会教育の

視点から保健活動や保健政策の普及・浸透を担っ

たのである。

以上のことから、保健・医療の包括ケアにみる

いわば「沢内方式」は、①保健活動における保健

婦のリーダーシップ、②老人医療費の窓口負担無

料制度、③健康管理課の存在、④保健委員会およ

び保健連絡員の精力的な活動であり、これらを通

して村長と院長・医師に加えて地域住民との信頼

関係が構築され、社会教育の視点から住民自治・

参加が充実・強化され、健康と幸福という果実が

熟していったのである（表1参照）。

（2）1980年代の生命行政とその転機

1970年代以降、いわゆる「福祉元年」（1973

年）を経て、保健（健康）・医療・福祉（介護）

ニーズが増大する一方で、経済の低成長や医療費

の増大を背景に「社会的入院」や「バラまき福祉」

といった批判が高まった。さらに1980年代に入っ

て、国の行財政構造改革（臨調行革）および医療

費抑制政策が進められ、村行政は重大な分岐を迎
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表1 沢内村「生命行政」の歴史的経緯

時期 出来事

1957年 深沢晟雄の村長就任（65年の逝去まで）

同 保健委員会の設置（後に西和賀地域保健調査会）

1959年 保健連絡員20名でスタート

1960年 老人医療費の窓口負担の無料化（65歳以上）

1961年 同（60歳以上）

同 乳児医療費の無料化

1962年 全国初の乳児死亡率ゼロの達成

1963年 厚生部（69年廃止）、健康管理課の創設

同 増田進医師赴任（副院長、75年～院長、99年退職）

1965年 西和賀地域保健調査会設立（後に沢内村地域保健調査会）

1973年 太田祖電の村長就任（94年まで5期）

1993年 乳児死亡率ゼロ20回目達成

1999年 健康管理課の解体

2005年 沢内村と湯田町の合併により西和賀町の誕生

同 老人医療費の窓口負担の有料化

2007年 NPO法人「深沢晟雄の会」設立

同 同「輝け『いのち』ネットワーク」設立

2008年 深澤晟雄資料館 開館

（出所）沢内村『沢内村史上巻』（1991年）等より作成



えることになる。

沢内方式は、1970年代から1980年代前半を

通じて、早期発見・早期治療、老人医療費の低水

準（全国平均を大幅に下回る）、沢内病院の経営

安定（1960年代なかば以降）、1980年代前半以

降は国保特別会計の黒字という成果を挙げた注4。

こうした成果を背景として、1983年の老人保健

法の施行に伴って国が老人医療費の一部有料化に

踏み切った時でも、全村的な協議を通じ、村内の

老人医療費の窓口負担無料制度は死守された。

しかし、1980年代なかば以降、村は国の行財

政構造改革（国庫補助負担金の縮減など）や医療

費抑制政策（老人の長期入院抑制、在宅医療の推

進など）の影響を大きく受け、行財政の見直しを

迫られる。沢内病院の累積赤字や経営赤字が批判

の主たる対象になり、医療縮小・福祉拡大へと政

策を転換し、病院の役割としては治療に特化する

ことを余儀なくされる。これまでの「保健・医療

の包括ケア」を放棄し、診療所化も視野に入れた

「普通の病院」化が村の「身の丈」であるとの雰

囲気が強くなっていく注5。

この時期の村長は深沢村政の継承者である太田

祖電であったが、1994年の5期満了まで無投票

当選を繰り返す間、国の行財政や医療に関する制

度改革（方針）が村政と病院運営に多大な影響を

及ぼした。

国の制度改革の影響を受けつつ、村として沢内

病院が進むべき方向を決め兼ねているなかで、

1992年4月には「保健・医療・福祉を考える村

民大会」が開催された。ここでの太田村長と増田

進院長の対論は、沢内病院が進むべき方向性をめ

ぐるものとして注目される。太田村長が徹底的な

経営効率化を主張したのに対し、増田院長は過疎

地・僻地におけるこれまでの諸成果を強調し、保

健・医療の全体での収支を重視する必要性を主張

した。この対論は決着とまでいかず、村としての

スタンスがはっきりしないまま、病院経営が続け

られる。

この時期、沢内病院が経営感覚を高める必要が

あるという問題提起は、重要な意味があったと言

えよう。しかし、立場上やむを得なかったにせよ、

村長と病院（医師）との間に生まれた溝の代償は

大きく、1992年の太田の村長交替、次いで1999

年の増田の65歳定年退職（特例による定年引き

上げ）を経て、この対立が顕著にあらわれること

になる。

（3）1990年代以降の生命行財政の動向

1990年代以降、国主導の相次ぐ医療制度改革、

医師不足や患者数減などの影響により、沢内病院

の経営における様々な対策にもかかわらず、累積

欠損金の増加が顕著になり、村財政一般会計の悪

化も相俟って、生命行財政が問い直されるように

なる。そして、いわゆる「平成の大合併」のさな

かの2003年に湯田町と沢内村は合併に向けて本

格的に動き始め、沢内方式が実質的に変質するこ

とになる。こうした経緯を明らかにするため、最

初に1980年代なかば以降の病院の経営状況を整

理しておく（表2）。

①沢内病院の経営状況

沢内村歳入歳出決算書等を用いて沢内病院の経

営状況を分析すると、最大の特徴は累積欠損金で、

1986年度57百万円から2000年度409百万円ま

で増大し、2004年度には369百万となっている。

また、1986年度から2004年度まで収益的収

入（①1986年度393百万円、②2004年度781

百万円）は2倍になっているのに対して、医業

収益（①352百万円、②633百万円）、そのうち

の外来収益（①229百万円、②384百万円）は

2倍に遠く届いていない。その代わり、医業外収

益における他会計補助金（①22百万円、②134

百万円）が大幅に増加している。このうち大半を
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占めるのがへき地医療の確保、救急医療の確保、

不採算地区病院の運営に要する経費であり、2002

年度から2006年度までは経営基盤強化対策に要

する経費が2003年度を除いて最大の比重を占め

ている。

村一般会計から病院会計に対する繰出金は収益

的収入分に資本的収入分もあわせると、1986年

度から1989年度までは41百万円前後で推移し

ているのに対し、1990年度72百万円、1991～

97年度 101～144百万円、1998～2002年度

172～236百万円（2001年度最高）と増加傾向

を示し、2003年度154百万円、2004年度166

百万円となっている。2003・04年度は病院事業

に対する交付税措置の大幅縮小の影響を受けてい

る。過疎地という不利な条件にもかかわらず、繰

出金の規模は類似病院に比して目立って大きくな

いために、累積欠損金の増大を加速させたと考え

られる。また、いずれの繰出（経費）項目も法制

度で認められているにもかかわらず、村内では独

立採算の原則が強調され、村財政からの繰出の意

義は十分に共有されていなかったと考えられる。

患者数は 1986年度 5.7万人から 1991年度

6.2万人まで増減するが、1992年度の6.0万人

以降は1996年度6.9万人（最高）まで増大し続

ける。1996年度には1日平均患者数も231人で

最高となり、それまで医科外来（1996年度163

人）はおおよそ一貫して増加してきた。病院サイ

ドでは内科担当医師の1996年度2人（1997年

度3人）への増員および同年度の全身用CT、超

音波診断装置などの医療器械整備（1997年度X
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表2 国保沢内病院事業会計における収益的収支等の状況

1986年度 1991年度 1996年度 2001年度 2006年度 2007年度 2008年度

病院事業収益 39,294 47,921 69,020 81,019 70,885 72,254 62,720

医業収益 35,194 39,792 60,339 63,063 46,017 50,846 41,180

入院 9,811 10,577 20,443 18,940 8,656 13,847 15,182

外来 22,871 26,542 37,317 39,518 32,676 33,166 22,639

医業外収益 4,101 8,128 8,581 17,956 21,716 18,259 18,604

他会計補助金 2,179 4,281 6,657 16,489 20,759 17,235 17,748

病院事業費用 40,201 49,619 67,941 80,923 76,362 74,853 67,723

医業費用 37,986 47,666 66,478 80,039 72,722 70,442 63,772

給与費 22,244 27,782 38,701 40,507 34,241 30,340 33,625

給与費比率（対医業費用） 58.6 58.3 58.2 50.6 47.1 43.1 52.7

材料費 10,355 12,808 17,549 25,825 19,417 20,540 10,701

一般会計からの繰入金 4,223 10,091 10,084 23,643 25,115 20,180 20,566

累積欠損金 5,667 20,126 27,070 40,844 6,209 8,808 13,852

経常収支比率 97.7 96.6 101.6 100.1 91.6 96.5 92.5

医業収支比率 92.6 83.5 90.8 87.3 71.8 72.2 75.8

職員給与費比率（医業収益比） 63.2 69.8 64.1 64.2 74.4 60.0 81.7

病床利用率 69.2 77.9 86.1 56.0 30.0 42.2 48.1

（注）1）2006年度以降は合併後の数値である。
2）一般会計からの繰入金は収益的収入分と資本的収入分の合計である。
3）累積欠損金は会計上、2005年の合併によって清算されたことになっており、そして06年度以降、再び増大している。
4）沢内病院における年延病床数については1987・91・95・99・03・07・11年度は年366日（許可病床数40床）のために14,640床で
あるが、それ以外は365日のために14,600床である。

5）類似病院について、例えば06年度の全国平均をみると、経常収支比率は92.6％、医業収支比率は75.1％、職員給与費比率は69.7％、
病床利用率は66.9％である（「公立病院改革ガイドライン」17頁）。総務省『地方公営企業年鑑』を用いて、累積欠損金（2004年度末）
と医業収支比率（04年度）の状況を岩手県内の町村立病院でみると、例えば、田老町立田老病院（46床）1.68億円、88.3％、胆沢町
立まごころ病院（48床）4,411万円、89.5％、雫石町立雫石病院（55床）3.93億円、79.4％、金ヶ崎町立金ヶ崎病院（65床）5.70億
円、59.0％、葛巻町立葛巻病院（78床）6.87億円、86.4％などである（沢内病院3.69億円、89.6％）。

（出所）沢内村および西和賀町の『歳入歳出決算書』（各年度版）、沢内村および西和賀町の『沢内病院事業報告書』（各年度版）より作成。

（金額：万円、比率：％）



線テレビ装置更新）の効果が大きかった。

患者数は1997・98年度に比較的安定したもの

の、その後急減し、1999年度および2001～2003

年度は5.3万人前後、とくに2000年度には4.7

万人（1日平均185人うち入院20人（対40床））

と危機的な状況に直面した。さらに2004年度以

降ほぼ一貫して減少し、2008年度3.6万人（1

日平均131人）で、とくに医科外来の落ち込み

が激しい。こうした患者数減に加えて診療報酬の

マイナス改定や長期投薬の推進などに対応し、患

者1人1日当り診療収入の維持（1996年度2.9

万円、2001年度3.9万円、2006年度3.6万円）

に関してはかなり徹底した対策が講じられ、最悪

の状況は回避されていた。

主な財務指標をみると、経常収支比率は1995～

97、2001～03年度に100％を超えた一方で、

1989、2000年度は90％を割っており、医業収

支比率も1993、94、99、2000年度に70％台に

なるなど、時々深刻な状況となっている。病床利

用率は増減が激しく、1986～92年度61.6～78.2

％、1993～99年度 60.5～86.1％、2000年度

48.7％、2001～05年度56.0～66.6％で、2000

年度の落ち込みが目立つ。とくに2000年度はあ

りとあらゆる指標が同時に悪化しているが、この

主な要因は常勤医師が一時（12月）ゼロになり、

この年度の診療応援が334名（延べ数）に達す

るなど、病院の大幅な機能低下にある。

以上、2005年11月の町村合併までの沢内病

院の経営状況を見てきたが、類似規模の病院と比

較すると患者数のうち医科外来の減少の程度は目

立つものの、累積欠損金の規模も含め、経営状況

は必ずしもトータルで悪いとは言えない。多くの

公立病院が赤字続きのなか、1995～97年度およ

び2001～03年度は黒字となっている。また、財

務指標や患者数にみるように、2000年度は多く

の数値で悪化が見られるが、これは主として常勤

医師が一時ゼロになったことによるもので理由は

明瞭であり、経営構造上だけの問題ではなかった。

こうした点が十分に認識されず、あるいは重視

されないまま、累積欠損金の増大や時々の赤字

（損失）に対する批判が村内で急速に高まり、沢

内方式にメスが入れられていった。

②沢内方式の変質

沢内方式は、病院の累積欠損金の増大を中心と

した批判が高まるなかで徐々に変質していった。

この経緯を踏まえるならば、1980年代なかば以

前に対象を限定し、かつ積極面のみに目を向けて

きた先行研究の不十分さが顕著になる。以下、そ

の変質についてまとめよう。

第一に、健康管理課の解体である。増田院長の

65歳定年退職直後の1999年度に、庁内機構改

革により健康管理課（増田の課長職は60歳時に

解任）、住民福祉課、税務課の3課が保健福祉課

と住民生活課の2課に編成され、保健婦、歯科

衛生士、栄養士が役場内に移動し、一時代の終焉

を迎えた。

第二に、老人医療費の窓口負担無料制度は湯田

町との合併による西和賀町の誕生を機に終焉し、

患者一部負担が導入された。この無料制度と健康

管理課の存在によって村内の老人医療費の低水準

が長きにわたって維持されてきたのであるが、現

在ではこの傾向は顕著に見出すことはできない。

第三に、保健婦のリーダーシップの喪失である。

保健婦の業務において自主的に各地区・家庭を訪

問し、潜在的ニーズを見つけるようなことは激減し、

他方で、担当課や外部組織等への橋渡しとなるコー

ディネーターとしての性格が強まり、さらに合併後

は事務職も実質的に兼ねる傾向が見られる。

第四に、1990年代なかば以降、村長、医師、

住民等が生命行政や病院経営の状況やあり方をめ

ぐる地域ぐるみの対話（討論）の機会など、生命

行政の理念を深めるような場を設定してこなかった。
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このことは医師不足や患者減少などにも影響し、根

本的な問題であったと言わざるを得ない。

第五に、村保健調査会の活動や保健委員に見ら

れる住民参加の停滞・後退である。前者は合併後

も依然として町の政策決定に影響力を持っている

ものの、自発的な調査、審議等はほとんどみられ

なくなり、その範囲も保健、医療、福祉の縦割り

のために縮小している。他方、保健委員（現在

45名、報酬制）に関して活動量は縮減する一方、

現在では精神疾患、虐待、孤独死、アル中などの

問題が深刻になっており、存在意義は大きい。

③生命行政の理念と住民主体の包括ケアの継承

沢内方式は変質したものの、合併後に、元村長

や元村保健婦など多様な人材をメンバーとする、

NPO法人「深沢晟雄の会」と同「輝け『いのち』

ネットワーク」が設立され、生命行政の理念の継

承や生命尊重のむらづくりに積極的に取り組んで

いる。その理念継承は度々危機に直面しながらも

絶えることなく、近年、現代的なスタイルを模索

しながら、実践されている。また、両NPO法人

の活動において保健や医療と高齢者介護・福祉

（組織）、あるいは児童・障がい者福祉（組織）と

の連携に重点が置かれ、幅の広がりをみることが

できる。

両NPO法人が開催に関わる、生命尊重・行政

の推進を目的とする「いのちの灯の集い」は毎年

恒例となり、町外からの参加者も増大している。

さらに「輝け『いのち』ネットワーク」は「沢内い

のちの研究所」を設立し、岩手県内の大学の協力

を得ながら生命行政の検証を進め、その成果を発表

している。過去にないタイプの住民主体の組織が旧

町村間および旧村民間の橋渡し役となり、保健、

医療、福祉を貫く視点である社会教育（生涯学習）

や青少年教育を重視しながら、地域ぐるみで現代的

な生命行財政を構築、強化しようとしている。

こうした動向は、町の政策決定に大きな影響を

及ぼす可能性があり、さらに持続可能な町行財政、

病院経営のあり方を創造する視点にもつながるこ

とになろう。

（1）藤沢町民病院開設の経緯と住民自治･参加

全国の「医療・福祉の先進地」と言われる自治

体が医師と行政のタイアップで業績を残している

のに対し、藤沢町（2011年の合併により一関市

に編入）における地域医療は、行政と医師（医療

スタッフ）に住民が加わり、さらに地域包括ケア

システムでは住民が主役を務めている点で優れて

いる注6。しかし、住民自治・参加のまちづくりの

到達点を象徴する1993年の町立藤沢町民病院

（54床）の開設に至るまでは苦難の連続であった。

岩手県医療局（198110）、200011））や藤沢町（198412））

などから以下のように整理することができる。

・1935年に藤沢町に購販利組合東山病院の出

張診療所が開設されたが、しばらくして廃止され

た（藤沢町と八沢村、黄海村、大津保村の一部の

合併により誕生したのが、1955～2011年の藤沢

町である）。

・黄海村には日本医療団が戦中に開設した黄海

診療所（1938年開設の旧村立診療所）があり、

国保連経営などを経て県立診療所となり、1951

年には県立千厩地方病院附属診療所となった。

・旧町村立診療所として、1936年に大津保

（保呂羽）、1938年に黄海、1955年に八沢の各

診療所が開設された。

・岩手県は地理的な悪条件などを考慮して、

1951年に千厩地方病院が県立東山病院との合併

によって廃止されるのと同時期に、藤沢町に県立

藤沢病院を開設した。

・八沢村に国保直営診療所があること、大津保
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村（大籠集落）に地区住民から絶対の信頼を得て

いる佐藤医院（～1985年）が開業していたこと

から、藤沢病院の開設にあたっては経営の困難が

予想されていた。

・1956年に地元住民（旧村民）の要望から、

黄海診療所を町に移管することになり、附属診療

所は廃止され町国保直営診療所となった。

・1968年に藤沢病院は千厩病院（旧東山病院）

の整備充実に伴って、廃止と決定され、その附属

診療所となった。

・藤沢町（合併後）における黄海、八沢、保呂

羽、千厩病院附属診療所から町に移管された藤沢

の4つの診療所は徐々に減少し、藤沢（19床）

と黄海の2診療所だけとなり、これらは藤沢町

民病院の開設とともに廃止となった（開業医ゼロ）。

病院に恵まれない地域医療にみる「くらし」の

不安あるいは貧困は1971年に助役（～1979年）、

1979年に町長（～2006年）に就任した佐藤守

の若きリーダーシップ、とりわけ住民自治・参加

の強化によって克服されていく。彼は町民のもと

へ出向き、町民との「対話」（各地区での町政座

談会他）を重視し、さらに住民の意識改革すなわ

ち「行政依存、ボス支配の脱却」（社会教育の推

進、全地区における自治会の創設および地域ミニ

計画の策定）注7、そして町職員の意識改革すなわち

「住民に目を向けた行政の推進」を徹底すること

から始める。そして、広島県御調町の公立みつぎ

病院をモデルに地域包括ケアを目指し注8、1982

年に藤沢診療所と特別養護老人ホームを隣接させ、

福祉医療センターとした。それでも住民の6、7

割以上が町外でいわば「最期」を迎える状況に変

わりなく、これを改善すべくその後、町立病院の

開設にシフトしていく注9。

佐藤町長から病院長として着任の要請を受けた

佐藤元美（2005年から国保藤沢町民病院事業管

理者）は佐藤（2009）15）において、「町としては、

新しい病院の役割として高齢者の慢性疾患の診療

を中心として、施設や在宅の医療を支えてほしい

という考えがあった。しかし、国の政策は全国の

病院のベッド数を削減して、入院期間を短縮して、

入院医療は急性期医療を中心とする方向に大きく

転換し始めていた。急性期の入院医療を担わなけ

れば、経営的には病院は維持できない時代になっ

ていた。そこで急性期の患者を積極的に受け入れ、

診断し、治療する病院となることを決意した。」

と回想する。そして、現行の医療システムの様々

な制約の下で、小規模病院がゆえに住民・患者と

のいわば「近い距離感」を重視し、急性期にも対

応できるある程度の医療水準を備えることに拘る

ことになる。

（ 2）保健・医療・福祉の包括ケアシステム

と医師像、住民自治・参加

藤沢町民病院は1993年の開院以来、ほぼ一貫

して黒字経営であり、また佐藤院長の母校である

自治医科大学からの医師派遣等の支援体制も構築

され、2005年度から町民病院、老人保健施設ふ

じさわ（1996年開設、入所60床他）、訪問看護

ステーション（1999年開設）、特養光栄荘（本

館1982年、新館2000年の開設、定員・長期87

名、短期15名）、デイサービスセンター（1987

年開設、定員 30名）、居宅介護支援事業所

（2000年開設）、グループホームやまばと（2003

年開設、定員9名）の7事業を病院事業として

一括し、地方公営企業法の全部適用で「統合型」

経営を行っている。

これら 7施設と保健センター等を総称する

「福祉医療センター」の経営に関しては、1982

年に「福祉医療センター推進会議」（センター職

員会議）が設置され、施設間のそれをコーディネー

トする場になっている。各施設に加えて、町役場、

町保健センターは互いに隣接し、外科長が老健と

過疎地域における公的医療供給の事例分析
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特養を実質的に管理しており、施設間で看護師や

介護職員を定期異動させ、研究会を合同で実施す

るなど、医療と福祉の連携が極めて強力に展開さ

れている。

具体的には、サービス事業所連絡会議が毎週開

催されるなど、施設間・職員間の患者・利用者の

状況やスケジュール確認などに関するいわば「情

報コスト」の効率化が図られ、これが「統合型」

経営の大きなメリットになっている。こうした包

括ケアの具体的成果として、国保被保険者1人

当たりの療養諸費（一般＋退職）、保険料のいず

れも全国平均、岩手県平均を大きく下回り、例え

ば2006年度で229,500円、58,014円となって

いることがあげられる。

また、福祉医療センター全体の経営を住民目線

で行っていくために、自治会や主要団体、センター

の入所者や利用者およびその家族などから推薦さ

れた委員から構成された「福祉医療センター運営

推進委員会」が1997年から設置されている。町

内の高齢者に対し、医療と福祉が、「くらし」の

なかで区分なく供給される体制が整備され、その

体制を多様な組織を含め住民どうしの参加や協力

などによって支えているのである。

こうした医療・介護（福祉）の包括ケアに加え、

保健についても統合されている点にも注目しなけ

ればならない。藤沢町民病院では患者120人を

対象にした訪問診療、患者に対する総合診療（全

身診療）や患者に寄り添う健康増進外来（糖尿病）、

さらにナイトスクールや研修医報告会（住民に開

かれた「オープン型」）といった患者密着型の保

健や医療供給、こうした施設内の学習会には住民

の参加も可能にするなど、住民参加の重視、さら

には医学生らを対象にする地域医療セミナーなど

にみる住民参加型の医師育成も取り組まれており、

全国的に有名である。

あるシンポジウムにおける佐藤の講演によれ

ば注10、住民参加による具体的な効果（具体的に

は住民のもとに出向いて、互いに地域医療・介護

について語り合うナイトスクールの成果）として、

①無診察投薬の要求の激減、②待ち時間のクレー

ム減少、③住民からの寄付増大、④患者のモラル

アップ、⑤未収金の減少、⑥住民の予防意欲の向

上があげられるという。また、病院・医師の役割

として、患者の視点を重視すれば、「町民病院で

は1次医療しか行わないので、それ以外は他の

病院へ行ってください」とは言えない、つまり患

者が判断しにくい「1次」「2次」医療といった病

院の機能分担・区別は望ましくないと述べている。

こうした実践や理念から構想されるのが、県立、

市町村立の壁を取っ払って広域エリアで連合体方

式により養成・育成する「おらが」総合医と呼ば

れる医師像である。この考えを実体化するために、

自らが中心となって「いわてイーハトーブ総合診

療医育成プログラム」（県）を実践している。こ

れら医師像は具体的には、急性期・慢性期の区別

なく、内科系を中心に広範な症状について診断可

能で、軽微な手術については積極的に実施し、救

急時を含めたトリアージ（症度判定）も可能な医

師である。一時的な入院にも全般的に対応できる

という意味で、「1.5～2.0次医療」までを担う、

専門医とは明確に異なる医師＝総合医が地域医療

の担い手として理想であるという。

藤沢町民病院においてもこうした医師像の育成

を目指した試みが活発化し、それを住民組織が支

えている構図になっている。ナイトスクールや歓

迎会・懇談会、各種イベントを通した交流など医

師・研修医と住民のつなぎ役の住民組織として、

2008年に「藤沢町民病院を支える会」が創設さ

れた。この会の活動は常勤医師の着任後の住民と

の交流や医師の長期勤務のサポートを主な目的と

し、多様な職種からなる約20人のメンバーが不定

期に活動している。現段階ではいわば敷居の低い組
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織を重視しており、会費を決めて徴収しているわけ

ではなく、規約も緩やかなものとなっている。

1993年に福祉公社でスタートしたNPO法人

藤沢町ボラントピアセンター（1999年～）は、

包括ケアシステムの一端を担い、訪問介護・入浴、

生活相談等を実施している。その経営についての

議決機関である評議員会は、町内43自治会から

推薦を受けた評議員から構成されており、さらに

町内全世帯を対象とする一般会員がサポーターと

なり、世帯ごとに会費も納めている。また、地域

福祉活動を推進するため、各自治会から推薦を受

けた住民を地域福祉活動推進員として委嘱し、出

身地区での様々な活動を展開している。

社会福祉法人ふじの実会は、知的障害者更生施

設ふじの実学園、通所授産施設ワークジョイふじ

の実などを運営しているが、この運営に関しても

町内各自治会からの代表者で構成する評議員会が

設置されている。さらに、ふじの実学園等を支援

する組織として、「ふじの実会」が結成され、町

内全世帯を対象とする会員（会費あり）によって

構成され、様々な形で活動している。

社会福祉協議会は地域福祉活動支援、敬老会受

託事業、共同募金運動などを担っているが、この

運営に関しても評議員会が設置され、各自治会か

ら推薦された評議員から構成される。また、医療・

福祉・保健に関して、町から保健推進員および食

生活改善推進員が1名ずつ委嘱されている。町

の健康づくり事業をサポーターとして実践、支援

するボランティア組織である「やっぺし隊」の存

在まであげると、藤沢町における住民参加の重層

的な構造は特筆すべきものがある。

以上、藤沢町民病院等の取り組みの経緯、実態

を整理すると（表3参照）、農村・過疎地域にお

ける医療・病院のあり方、医師・院長の人材像、

住民（患者）と医師の関係、住民自治・参加の点

で、重要な示唆を見出すことができる。

（3）「統合型」経営の構造―町民病院を中心に―

では、「統合型」経営と呼ぶことができる藤沢

町民病院の財政・経営的特徴はいかなるものであ

過疎地域における公的医療供給の事例分析
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表3 藤沢町「包括ケア」の歴史的経緯

時期 出来事

1979年 佐藤守町長就任（2006年まで7期）

1982年
福祉医療センター設立（隣接する国保診療所と特養の総称で、
後に町民病院や老健などの保健・医療・福祉施設の総称となる）

同 特養光栄荘・本館開設（2000年新館開設）

1987年 デイサービスセンター開設

1993年 町立藤沢町民病院開設

同 佐藤元美医師・初代院長

同 福祉公社創設（後にNPO法人藤沢町ボラントピアセンター）

1995年 ナイトスクールスタート

1996年 老人保健施設ふじさわ開設

1997年 福祉医療センター運営推進委員会設置

1999年 訪問看護ステーション開設

2000年 居宅介護支援事業所開設

2003年 グループホームやまばと開設

2005年 地方公営企業法の全部適用スタート

2006年 自治体立優良病院総務大臣表彰

2008年 「藤沢町民病院を支える会」創設

2011年 一関市との編入合併

（出所）藤沢町「藤沢町福祉医療センター（パンフレット）」他より作成



ろうか。「国民健康保険藤沢町民病院事業」の財

政・経営分析から見出せる特徴は以下のとおりで

ある（表4）。

第一に、統合事業全体として黒字が継続されて

いる。2006年度から2010年度までの5ヶ年度

（収益的収支）を順にみると、事業収入は2,032

百万円、2,043百万円、2,044百万円、2,152百

万円、2,237百万円、事業費用は2,013百万円、

1,964百万円、1,984百万円、2,027百万円、

2,188百万円、経常利益は19百万円、80百万円、

60百万円、125百万円、49百万円、経常収支比

率は101.0％（2005年度105.1％）、104.0％、

103.0％、106.5％、102.2％である。2009年度

決算では資本的収支も合わせて黒字が131百万

円である。センター事務局長は、黒字の主たる要

因として徹底したコスト削減や中長期経営計画の

実践をあげている。

統合事業全体の職員数は2005年度末198人

（うち常勤・非常勤の嘱託・臨時職員99人）、

2006年度末201人（同104人）うち病院71人、

2007年度末199人（同111人）うち病院68人、

2008年度末205人（同118人）うち病院68人、

2009年度末212人（同128人）うち病院77人、

2010年度末216人（同132人）うち病院78人

である。常勤医師が平均5人程度で、厳しい労

働環境であるものの、同規模の病院のなかで高水

準である一方で、全職員のうち嘱託・臨時職員が

半数以上に及び、その70％程度を介護職員が占め、

人件費も低く抑えられていることが分かる。

第二に、町民病院の経営は医業収支ベースで赤

字（2006、08、10年度）がみられるものの、そ

の規模はわずかであり、経営としては全体的に良

好である。

2006年度から2010年度までの5ヶ年度を順

にみると、医業収益の 1,100百万円（①入院

400百万円、②外来642百万円）、1,095百万円
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表4 国保藤沢町民病院事業における収益的収支等の状況

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

事業収益 203,236 204,313 204,383 215,242 223,718

医業収益 110,000 109,544 108,198 115,979 122,782

入院 40,028 42,196 40,560 42,789 47,437

外来 64,181 61,406 61,411 65,571 68,084

医業外収益 7,317 6,992 7,906 8,415 9,448

他会計負担金 6,461 6,263 7,249 7,489 8,537

介護サービス収益 85,815 87,353 87,823 89,976 89,728

事業費用 201,295 196,362 198,443 202,748 218,830

医業費用 112,332 108,735 108,407 111,124 125,394

給与費 48,202 47,213 48,796 52,543 57,377

給与費比率（対医業費用） 42.9 43.4 45.0 47.3 45.8

介護サービス費用 79,014 77,936 80,565 81,353 84,252

給与費 54,673 52,945 55,656 57,000 59,325

給与費比率（対介護サービス費用） 69.2 67.9 69.1 70.1 70.4

一般会計からの繰入金（病院事業） 8,991 8,793 9,779 11,118 12,166

累積欠損金（病院事業） 3,850 5,129 6,412 12,351 12,460

経常収支比率（事業全体） 101.0 104.0 103.0 106.5 102.2

医業収支比率（病院事業） 97.9 100.7 99.8 104.4 97.9

病床利用率（病院事業） 80.2 84.2 84.4 83.7 90.8

（出所）藤沢町『国保藤沢町民病院事業報告書』（各年度版）、藤沢町『藤沢町歳入歳出決算書』（各年度版）、総務
省『地方公営企業年鑑』（各年度版）より作成

（金額：万円、比率：％）



（①422百万円、②614百万円）、1,082百万円

（①406百万円、②614百万円）、1,160百万円

（①428百万円、②656百万円）、1,228百万円

（①474百万円、②681百万円）に対して、医業

費用は1,123百万円（①給与費482百万円、②

材料費353百万円）、1,087百万円（①472百万

円、②340百万円）、1,084百万円（①488百万

円、②342百万円）、1,111百万円（①518百万

円、②361百万円）、1,254百万円（①574百万

円、②452百万円）である。

主な財務指標も含めて総合的に分析すると、

2009年度が最も優れており、例えば経常利益68

百万円、経常収支比率 105.8％（①全国平均

97.3％、②類似平均 98.2％）、医業収支比率

104.4％（①89.5％、②83.3％）である。同年

度の職員給与費比率（対医業収益）は 44.7％

（2005～08年度 44.0～47.9％）で、全国平均

55.0％、類似平均63.1％に比して格段に低い。

なお、他会計からの繰入れ状況をみると、基準額

159百万円に対して実繰入額も159百万円で同

水準である。

医療供給（体制）に関しては、土曜日午前の外

来、平日午後の外来、「禁煙専門外来」の設置、

後発薬品や診療予約制の導入、町外への患者送迎

バス運行、薬品購入方法の見直しなど様々な対策

が講じられている。また、医事会計、検体・検査、

清掃・給食、患者輸送、リネンなどの業務は民間

委託とし、さらに専門職以外に臨時的任用職員を

配置し、人件費の抑制を進めている。正規職員

（専門職を含む）の給与は目立って低いわけでは

ないので、臨時職員を含め人的資源の活用の工夫

にポイントがあると評価できる。

藤沢町民病院の患者数は2005年度から2010

年度までで、入院16,406人（1日平均45人）、

15,799人（同43人）、16,635人（同46人）、

16,645人（同46人）、16,501人（同45人）、

17,896人（同49人）、外来47,690人（診療実

日数ベース 1日平均 162人）、46,974人（同

160人）、42,646人（同 145人）、40,981人

（同140人）、38,454人（同131人）、40,255人

（同137人）となっている。病床利用率は2005～

09年度80.2～84.4％で良好であり、在院日数は

2009年度15.5日まで短縮している。

患者1人1日当たりの診療収入は2005年度か

ら2010年度までで、入院28,544円、25,335円、

25,365円、24,367円、25,931円、26,506円、

外来14,015円、13,663円、14,399円、14,985

円、17,052円、16,913円である。他の多くの病

院と同様に、外来患者数の減少をカバーするため

に、診療報酬のマイナス改定の影響を受けながら

も診療単価のアップが徹底されている。

以上のように、藤沢町民病院の経営データをみ

ると、他の病院への一般化の観点から、経営形態

として「統合型」が経営効率上ベストであり、黒

字を可能にしたと言える。しかしながら、本稿の

立場からすれば、保健・医療・福祉の包括ケアシ

ステムの維持可能性にとっては黒字経営であると

いう事実は重要ではあるが、むしろ農村・過疎地

域医療における住民自治・参加によって、この包

括ケアシステムが支えられているという事実がよ

り重視されねばならない。

保健・医療・福祉（介護）の包括化あるいは連

携・統合化の問題は、政治・行政、社会、経済

（学）的な側面からみれば、佐久総合病院・若月

俊一や公立みつぎ病院・山口昇等のいわば当事者

による成果（記録）、さらに先進的な取り組みに

関する文献（論文、調査報告書等）注11が、農村地

域医療研究の支柱となり、事例分析およびその蓄

積を中心に理論構築が図られてきた。農村地域を

直接の対象にしていないが、田村・山本（2005）18）

は二木（1998）19）等を踏まえてその連携・統合の

特徴および展開方向を発展的に整理しており注12、

過疎地域における公的医療供給の事例分析
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一つの到達点を示していると言えよう。

こうした研究成果に藤沢町の事例も位置づける

ことができる。藤沢町民病院は開設にあたって公

立みつぎ病院をモデルにしたが、公立みつぎ病院

は当時と違い、今では病院（現在、尾道市・公立

みつぎ総合病院）だけで240床、保健福祉総合

施設の317床を加えると557床と巨大施設になっ

ている。結果としてみれば、むしろ藤沢町民病院

と同様に小規模である沢内病院の成果を批判的に

摂取しながら、藤沢モデルを構築し、安定した経

営を実現している点に現在の到達点をみることが

できる。なお、本節では沢内モデルも含めて県と

町・病院等の関係に関してあまり言及することが

できなかった。この点では次節の隠岐モデルは示

唆に富む。

本節では地域医療の供給体制について、島根県

隠岐の島町に立地する隠岐病院を事例に、都道府

県の役割に着目して論じる。一般に地方自治体が

運営する公立病院という場合、市町村と都道府県

の間で一定の役割分担がされている。すなわち、

過疎地などにおいて、地域に根ざした医療を念頭

に置いた場合、市町村立病院が担っていることが

多く、一方、都道府県立病院は、高次救急や精神

病棟などの不採算・高度特殊医療の提供や、医師

派遣などを担う中核病院（県立中央病院など）と

いった役割を担っているというのが一般的である。

これに対して、本節で事例として扱う隠岐病院は、

広域連合立という形態注14で島根県が地域の病院

運営に関与し、隠岐の島町とともに地域医療の提

供に責任を負っているという独自性を持つ。

このような県と市町村が融合的・重層的に公立

病院維持に向けて取り組んでいる隠岐広域連合の

財政的仕組みを分析し、その特色と意義を以下で

は明らかにする。これにより、これまではもっぱ

ら市町村立病院が担うことが前提とされている地

域医療の提供、特に条件不利地域における地域医

療の提供について、都道府県が果たすべき役割を

析出し、さらにこれを敷衍し国、都道府県、基礎

自治体といった各政府の役割分担に言及する。

（1）隠岐広域連合立隠岐病院―県による関

与の実態と意義―

①隠岐地域の概要と広域連合の設立過程

隠岐は島根半島から北東の日本海に浮かぶ群島

で4つの有人島と180余りの小島からなり、隠

岐病院が立地する島後は隠岐郡島の中でも最大の

島である。隠岐圏域の医療体制注15としては、2

つの自治体病院（隠岐島前病院と隠岐病院）と

24の一般診療所が存在している。対病床数で見

るならば、人口10万人当たりの病院病床数は島

根県1597.2で、隠岐が812.5、診療所では島根

県が146.2、隠岐が25.3となっており、隠岐の

病床数は県内のどの二次医療圏注16よりも低いこ

とがわかる。

2005年の島根県患者調査の結果によれば、病

院入院における自圏域内完結率注17は54.9％となっ

ており、これをさらに島後でみると、島後（隠岐

の島町）の住民が隠岐病院へ入院する割合は

64.1％となっている。自圏域内完結率は県内で

最も低い。こうした低い自圏域内完結率を高める

ことで島民である患者が本土へ入院することに伴

う移動の困難性に配慮し、診療科目を一定程度そ

ろえ、フルセット型の総合病院が維持されること

が求められた。こうした体制を整備・維持するた

めには、町村だけでなく、県が関与していくこと

が不可欠であり、広域連合の体制が組まれたので

ある注18。
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５．公立病院維持と地方自治体の役割・
責務―隠岐広域連合立隠岐病院を事
例に―注13



②隠岐病院の概要

隠岐病院は、厚生労働省より救急告示病院、へ

き地医療拠点病院、第2次救急医療病院群輪番

制病院、島根県からは災害拠点病院などの指定を

受けて運営されている中核病院である。1958年

に当時の日本医療団隠岐診療所を譲り受け、西郷

町外（ほか）七町村立隠岐病院として、内科、小

児科、外科の3科目21床で始まった。2010年

4月の時点で134床、診療科目は14科、常勤医

師は16人（2005年20名）、医師の確保につい

ては、ほとんどが島根大学や島根県医療対策課

（県立病院）からの派遣となっている。

病院の運営状況は、2001年度から赤字収支と

なっており、医業収支比率は80％前後で推移して

いる。2009年度の病院事業収益は22億9,409万

円（医業収益18億2,691万円）であり、医業費

用は23億8,275万円であった。医業収益におい

ては患者数の減少や外来診療単価の減少、医師不

足による診療件数の減少が医業収益を圧迫してい

るものと考えられる。一方で、医業費用において

は精神病棟や小児科・耳鼻科など採算性のとれな

い診療科を抱えていることが影響していると考え

られる。それでも医薬分業による材料費の抑制、

給与費や経費の抑制など隠岐病院独自の経営努力

によって、医業損失は横ばいとなっている。
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表5 島根県および隠岐の島町から隠岐病院への繰出金一覧

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

収益的収入総額（A） 2,940,4632,726,5432,644,4682,809,4612,468,6112,369,3052,266,9582,320,4552,254,1192,288,8272,486,721

資本的収入総額（B） 264,026 270,894 243,656 223,479 318,774 234,062 140,649 148,802 108,919 218,0471,675,927

4条 企業債償還元金 120,913 136,410 155,990 136,634 122,452 104,498 71,337 55,101 48,688 50,670 36,349

3条 企業債償還利息 37,271 42,700 27,913 22,432 17,341 13,486 9,576 8,264 7,765 7,055 6,600

4条 建設改良に要する経費 2,335 961 1,882 194 995 522 460 28 28 15,907 19,222

4条 新病院建設に要する経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,966 292,117

3条 精神病院の運営に要する経費 99,210 105,741 105,370 137,948 132,965 136,482 112,033 125,156 126,613 131,542 129,933

3条 リハビリテーション医療に要する経費 0 0 13,993 12,722 16,291 12,818 15,623 13,866 6,950 7,905 6,999

4条 看護師養成要請に要する経費（修学資金） 9,000 8,100 6,600 8,400 8,400 5,400 4,300 3,850 0 290 530

4条 医師養成に要する経費（修学資金） 0 0 0 0 0 0 0 500 1,200 2,400 3,600

3条 救急医療の確保に要する経費 45,128 50,063 41,330 66,958 55,125 92,504 83,078 93,087 103,903 110,210 118,467

3条 高度医療に要する経費 16,497 16,497 22,843 22,844 22,844 16,844 11,293 7,860 7,235 5,313 12,407

3条 経営基盤強化対策経費 128,437 126,724 3,159 19,035 52,799 56,981 50,638 50,624 38,664 37,818 41,424

3条 その他＊1 91,388 94,084 17,484 14,378 18,135 19,092 24,280 21,081 32,240 32,474 33,791

3条 病院整備金積立金 0 0 0 5,500 5,483 0 0 0 0 0 0

3条 赤字補てん 68,199 23,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3条 島根県財政支援 79,114 62,316 62,252 41,887 39,331 98,156 57,715 60,469 58,302 29,493 4,886

3条 不採算地区病院支援＊2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,200 56,580

3条計（負担金） 565,244 521,418 294,344 338,204 354,831 446,363 364,236 380,407 381,672 411,010 411,087

うち島根県負担分（3条県財政支援・再掲） 79,114 62,316 62,252 41,887 39,331 98,156 57,715 60,469 58,302 29,493 4,886

4条計（出資金） 123,248 137,371 157,872 142,328 128,930 105,020 71,797 55,129 48,716 66,577 55,571

うち島根県負担分＊3 0 9,422 18,560 21,494 23,487 16,373 21,857 22,135 24,815 29,543 20,704

4条計（修学資金） 9,000 8,100 6,600 8,400 8,400 5,400 4,300 4,350 1,200 2,690 4,130

4条計（新病院） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,966 292,117

うち島根県負担分 13,776 410

繰出金総計（C） 697,492 666,889 458,816 488,932 492,161 556,783 440,333 439,886 431,588 561,243 762,905

総収入に占める繰出金の割合（C/（A＋B）） 21.8％ 22.2％ 15.9％ 16.1％ 17.7％ 21.4％ 18.3％ 17.8％ 18.3％ 22.4％ 18.3％

交付税措置額（D） － 214,440 205,811 184,932 180,809 176,283 172,283 171,782 169,749 301,279 355,478

繰出金への交付税措置率（D/C） － 32.2％ 44.9％ 37.8％ 36.7％ 31.7％ 39.1％ 39.1％ 39.3％ 53.7％ 46.6％

＊1 3条その他は「基礎年金拠出公的負担経費」（総務省繰出基準内）と「医師確保関係経費」（基準外）をさす。
＊2 2009年度から大幅増額された不採算地区病院への特別地方交付税措置額のうち1/2相当額
＊3 4条計「うち島根県負担分」について、起債償還費利息分を４条として算定している。
＊4 2004年に4町村合併により隠岐の島町となった。したがって2004年以前は4町村の繰出を合算している。
＊5 －は不明もしくは未確定。
（出所）隠岐広域連合および隠岐病院からの提供資料を改変し筆者作成。

（単位：千円）



③病院事業会計への繰出実態

次に、隠岐病院への繰出金を分析しよう。表5

は隠岐病院への繰出金一覧の経年である。既に述

べたように、県が広域連合を通じて経営に参加し

ているため、繰出金の負担者は、隠岐の島町と島

根県である。病院会計の総収入に占める繰出金の

割合に注目してみると、20％前後であり、最も

低下していた時期でさえ16％と、全国的な繰出

金割合（13％前後）と比べるとその依存度が高

いことが分かる。＜表5＞

さらにその繰出金の財源となる交付税措置額で

あるが、全国的に見れば55％程度が保障されて

いるのに対し、隠岐病院の場合、実際の繰出額の

せいぜい4割弱の交付税措置しかされていない

ことがわかる（D/C）。全国平均から見ても、極

めて重い繰出金負担が自治体の肩にのしかかって

しまうということが見て取れよう。以上のように、

条件不利地域における医療提供とその維持のため

には、他地域の公立病院に比べて、地元自治体に

よる極めて重い財政負担が生じている。

こうした地元自治体の負担は通常、地元の市町

村のみが負担することになるのであるが、隠岐病

院の場合は、広域連合という形態によって、県も

その財政負担を負う。実際にどのようなルールの

もとで県は財政支援を行っているのであろうか。

この県財政支援を示すのが表5中の3条注19負担

金である。隠岐広域連合は設立以降、「隠岐医療

財政支援事業費」（表5の「島根県財政支援」の

こと、以下、県財政支援という）という県からの

財政支援のルールを決定しルール化している。県

財政支援の算定は、以下のように示すことができ

る。

県財政支援＝（隠岐病院の医業費用（経常）－

医業収入（経常）－交付税措置）

×1/3

＝（隠岐病院における医業収支上の

赤字（経常部分）－交付税措置）

×1/3

つまりこの決定方式は、投資的経費分は除き、

隠岐病院が医療を提供したことで発生した経常赤

字部分から、中央政府が措置した地方交付税額を

除き、その1/3を島根県が支援する、ということ

を意味する。県は財政支援に際して、病院の経常

収支（赤字）と交付税措置額の二つの要素を考慮

している。ここで、医療事業で発生した赤字を一

定と仮定した場合、交付税措置額が減少（増大）

すると県財政支援は増大（減少）する。つまり、

中央政府による交付税措置が不十分な場合は、県

財政がそれを補うという役割が見えてくる。たと

えば、2009および2010年の県財政支援額が急

激に低下したのは、交付税措置額が大幅に回復し

たためである。

つぎに、隠岐の島町からの繰出基準および額の

決定についてみてみよう。隠岐の島町は総務省の

基準に基づいた繰出とともに、広域連合内の意思

決定に基づき（実質的には町と県および病院との

折衝・協議の上）、投資的経費や医師研修費など

において独自に繰出を行っている。ここで注目す

べきは、表5における2009年度からの「不採算

地区病院支援」という繰出項目の新設である注20。

この項目は、中央政府によって不採算地区病院・

病床割の単位費用が引き上げられ、特別地方交付

税による措置額が大幅に増額されたことを受けて

新設された。この繰出項目の新設をめぐっては、

県側によって提起され、広域連合内における（県・

町・病院間の）折衝・協議が重ねられた上で実現

されたのである。

こうした経過に見られるように、広域連合制度

のなかで、隠岐の島町から隠岐病院への繰出につ

いて、交付税措置の強化に相応分の繰出の増額が

意思決定された。隠岐の島町にとっては、広域連
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合内の県・町・病院との間の折衝･協議、意思決

定において、交付税措置額以上の繰出を常に促さ

れるというシステムとなっているのである。

以上、3条関係（経常経費）にかんする県財政

支援と広域連合における繰出に関する意思決定プ

ロセスを見てきた。ここでみたように、県は、広

域連合の意思決定において、隠岐の島町による交

付税措置額以上の繰出を促しつつ、交付税措置額

が低下し、地元自治体による繰出増が余儀なくさ

れる場合はそれを支援補完するという役割を果た

しているのである。

（2）隠岐広域連合にみる公立病院維持に向け

た都道府県の役割―その特色と意義―

以上、広域連合立隠岐病院運営の実態について

分析してきた。広域連合立病院という設立形態の

独自性とそれによる県の財政措置の意義はどのよ

うなものか。この事例からどのような政策的示唆

を引き出せるであろうか。

①隠岐広域連合による地域医療の提供に向けた取

り組みの特色と意義

医師不足や診療報酬の低下による経営悪化のみ

ならず、不十分な交付税措置によって、地方自治

体は公立病院維持のため、「持ち出し」による多

額の繰出を余儀なくされてきた。とくにこうした

「持ち出し」負担は、隠岐病院でみたように、条

件不利地域の公立病院に集中した。こうした事態

に対して隠岐病院においては、県財政支援が導入

され、県と市町村（ここでは島根県と隠岐の島町）

が、病院の運営とそれに伴い不可避的に発生する

赤字のための財政負担を互いに分担し合うという

財政関係を取り結んでいた。この中で県は、中央

政府が（地方交付税措置の後退により）十分に果

たしえなかった財源保障機能を代替的に担ったの

である。

県財政支援は、中央政府の財源保障機能の不十

分性を補いつつ、市町村の財政力および地理的要

因によって生じる医療水準の格差を是正するとい

う意義を有している。隠岐広域連合は、県と市町

村が融合的・重層的に、公立病院の維持に向けて

協力している財政的制度として注目に値する。

また、単に島根県が条件不利地域における公立

病院の維持に向けて財政支援を強化していたとい

うに止まらず、地域医療の提供と公立病院の維持

をめぐって、県と市町村・病院との間における

「緊張関係」を見出すことができる。すなわち、

隠岐病院に対しては赤字部分の全額ではなく1/3

を支援するため、経営効率化のインセンティブが

働いており、また、隠岐の島町に対しては交付税

措置額以上の繰出しを促す牽制機能を有するから

である。

②地域医療の提供と質向上に向けた地方自治体の

役割分担と機能

以上見てきたことから、地域医療の提供に際し

て、地方自治体および中央政府においてどのよう

な役割・責任が考えられるのか、試論的に示して

みたい。

いうまでもなく、中央政府の役割は大きい。医

療保険制度の維持・充実、診療報酬の向上による

医療への資源配分（厚労省）、医師不足解消のた

めの養成（文科省）などである。そしてなにより

も、公立病院への適正な繰出を促す上でも、地方

財政計画や交付税措置による自治体への財源保障

機能の向上が求められる。現状は改善されつつあ

るとはいえ、条件不利地域における地方交付税措

置は実際の繰出実額と照らし合わせて十分とはい

えない。

次に、都道府県の役割である。昨今の医師不足

が病院経営の悪化の大きな要因であることから、

一般的には、都道府県による医師の確保と配置の

重要性が強調されてきた。紙幅の関係で詳しく紹

介できなかったが、島根県も医師養成と確保につ

過疎地域における公的医療供給の事例分析
―岩手県沢内・藤沢両モデル、島根県隠岐モデルの成果と教訓―
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いて強力に取り組んでいる注21。県立病院が研修

基幹病院となって研修を受け入れるといった医師

の教育や養成だけではなく、人員配置についても

都道府県に大きな権限を持たせることが医師不足

解消に向けて必要となっている。都道府県が地域

医療計画の策定を担っている点にみられるように、

広域的な医師の配置や地域間の医療水準の格差是

正といった役割が一般に指摘される。

こうした役割に加え、本節で析出したように、

地理的な要因や市町村の財政力格差によって生じ

る医療水準の格差を是正しつつ、中央政府による

財源保障機能が後退した際の代替的・補完的な役

割を果たすことが、都道府県の役割として期待さ

れる（経常経費における財政責任）。また、単に

島根県が条件不利地域における公立病院の維持に

向けて財政支援を強化していたというだけに止ま

らず、地域医療の提供と公立病院の維持をめぐっ

て、県と市町村・病院との間における「緊張関係」

が見出される。すなわち県は、隠岐病院に対して

は、赤字部分の全額ではなく1/3を支援する点な

ど、極端な赤字もしくは黒字経営にならないよう

財務状況をにらみながら繰出について調整しつ

つ注22、経営効率化を促している。また、隠岐の

島町に対しては不採算地区病院支援という繰出項

目の新設に見たように、広域連合における意思決

定において交付税措置額以上の繰り出しを求めた。

以上述べたように、地域医療の提供や公立病院

維持に向けて、都道府県および市町村・病院との

間における「協力と緊張関係」がひとつのモデル

として析出される。こうした隠岐広域連合の事例

が示す島根県の役割とその先進性は、地域に根ざ

した県立病院を単純に統廃合するという事態（北

海道立病院の市町村への完全移管や岩手県立病院

の再編統合など）に対して再検討を迫るものとい

えよう。

最後に市町村の役割である。ややもすれば、医

療の提供や病院運営は高度な設備や施設を必要と

するため、これら財政需要は市町村では賄いきれ

ないので、より広域の都道府県レベルが責任を負

うべきであると考えがちである。しかしながら、

直接的な医療の提供を市町村自身が担う、あるい

は市町村が深く関与する意義は本稿のこれまでの

三つの事例分析から考えても、依然として大きい

といってよい。財政的支援を前提としつつも、地

域医療の提供において市町村がどのような役割を

担うべきか、最後に言及しておこう。

市町村が公立病院運営や地域医療の提供に責任

を負うべきであると判断する根拠は、地域医療の

質向上の担い手としてふさわしいからである。

地域医療を念頭に置いた場合、医療の質を大き

く左右するのが実は人材の育成と、そのための投

資（研修費等）である。それぞれの地域に固有の

ニーズを明確に把握し、それに対応した地域医療

像を示し、適合的な人材の育成へむけて投資を行

う主体は、市町村が最も適切である。その具体例

は、本稿でも取り上げ分析した藤沢町民病院で展

開されている「総合医」といった新しい医師モデ

ルに基づいた系統的な育成・研修の場の設定や、

保健婦や介護職（介護福祉士等）と病院とをつな

ぐ「保健・医療・福祉の包括ケアシステム」に見

出される。

実際に隠岐病院に対しては、2008年に総務省

繰出基準外で医師確保関係費や医師および看護婦

（看護師）の招聘に要する経費（就学資金）を繰

出し、隠岐圏域の地域医療に適合的な医療像と人

材像を明確にしつつ、人材を育成するための支出

を行っている注23。全国各地の先進事例は、市町

村が運営する公立病院が多い。したがって、市町

村こそが地域ニーズに対応した医療の提供主体と

してふさわしく、質向上を追求する役割と責任を

中心になって担うべきである。都道府県や中央政

府の財政的支援・補完を受けつつ、市町村が病院

医療経済研究 2012Vol.24No.150



運営の主体として地域医療を担うことで、地域医

療の質向上の可能性が広がるように思われる。

こうした市町村の役割と可能性を十全に発揮さ

せるために、緊張関係を持ちつつも、都道府県や

中央政府が徹底して財政条件を整備・充実させて

いくという方式が、地域医療の提供にとって望ま

しい姿といえよう。

岩手県沢内、藤沢両モデル、島根県の隠岐モデ

ルは過疎地域医療の先進事例である。従来十分で

なかったこれら事例に対する経営面、財政面から

光をあてた本稿の分析から、以下のことが明らか

になった。

第一に、これらの事例は公的病院を中核とする

地域医療の優れた経験であるが、その豊かな内実

は、まずもって病院長の優れたリーダーシップ、

医師など医療従事者の協力協働システムが構築、

維持されていることに基づく。この献身的な労働

と取組みを土台として、自治体首長の先見性、議

員の理解と協力、病院・診療所と保健・福祉施設

及び行政の保健・福祉の各部課との間の連携シス

テムが地域医療を支えている。これらの要素の1

つが欠けても、地域医療は重大な困難に陥る。

第二に、地域医療の維持と効率化の両立が最大

限に追求されていることである。農村地域の人口

減少傾向や経済の低成長が制約条件として現実化

していく下では、住民負担や自治体の財政負担の

限界に突き当たるのは不可避である。公的病院・

診療所の院長、所長など幹部職員だけでなく、医

療従事者全体が地域医療の維持・豊富化と医療機

関経営の効率化の両立に取り組んできたといえる。

さらに今後、医療関係者と行政の関連部課は、保

健福祉施設を含む連携システムの改善、個々の住

民・住民団体の参加との協力によって、最小の費

用による最大の医療効果をあげるよう、一層の創

意工夫が求められる。

第三に、地域医療の維持について対等かつ共同

の責任を負うべき都道府県と市町村において、役

割分担の明確化、緊密な協力・チェックシステム

の構築が不可欠である。財政規模が大きい都道府

県においては地域医療の財源上の責任を強化する

とともに、市町村は公的経営主体が市町村以外

（例えば県立病院）であっても、住民に身近な医

療提供の維持や質の改善に向けて「関与」する責

任がある。島根県の隠岐モデルの事例で見たよう

に、効率化をビルトインした「協力と緊張関係」

を旨とする地域医療維持のための都道府県による

財政負担システムは、農村地域医療に対する都道

府県の財政責任を具体化したものとして全国的に

普及させることが望ましい。

第四に、農村地域医療の中核的施設である公的

な医療機関について、住民生活と地域社会を維持

する観点から、その縮小、廃止を回避しなければ

ならない。特に公的病院が果している役割を無視

する、経営を過度に重視した「黒字化至上主義」

は、地域医療が持つ公共性・非市場的性格の点か

ら考慮するならば誤りである。経営赤字の背景を

明確にし、かつそれを踏まえて国・都道府県・市

町村は必要な財政措置を講じてきたからである

（隠岐病院の事例）。

第五に、岩手県、島根県の事例が明確に示すよ

うに、農村地域の公的病院の経営主体について狭

域では市町村、広域では都道府県とすべきか等は、

空間性や医療の段階（1次、2次）によって一義

的に規定することはできない。ハード、ソフト両

面を有する地域医療において地域的多様性、歴史

的事情が決定的に重要な意味を持つからである。

都道府県立病院（地方独立行政法人を含む)を11

以上有する都道府県は、岩手県の20をはじめ新

潟、兵庫、長崎の4県ある。このタイプを含めて、

過疎地域における公的医療供給の事例分析
―岩手県沢内・藤沢両モデル、島根県隠岐モデルの成果と教訓―
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農村地域、過疎地域の公的病院の経営主体として

市町村立、県立、市町村と県を含む広域連合、一

部事務組合のいずれを選択するかは、地域的歴史

的事情に配慮して関係自治体、地域住民が選択し、

決定する問題である。
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注
1 例えば、新井（2003）1）では都市型と農村型の区別

が明確にされ、佐久総合病院、国保沢内病院、京都

堀川病院、諏訪中央病院、大和医療福祉センター、

公立みつぎ病院などの地域医療における成果が整理

されたうえで、国保沢内病院や京都堀川病院の転機

や諏訪中央病院にみる地域医療の可能性が展開され

ており、文献レベルによるフォローが中心であるも

のの、アプローチの点で非常に興味深い。

2 本節は、共著者の一人による「過疎地域からみた

公的医療の問題と課題―岩手県旧沢内村『生命行財

政』の歴史的考察を中心に―」（日本財政学会編.財

政研究第8巻.有斐閣.近刊）を編集（圧縮、加筆）

したものであるが、次節の前提となる重要な内容で

あるために、再掲に近い形をとらざるを得なかった

ことをあらかじめお断りしておく。

3 深沢村政に関しては、及川（1984）3）で詳細に説明

されており、本稿では多くの点でそれに依拠してい

る。また、筆者は2010年8月に、深沢村長時代を

含む1956～1973年に教育長を務め、その後に村長

に就任した太田祖電から深沢村政の特徴について説

明を受けた。さらにその時代の村広報にも目を通し

た。

4 沢内村の1960・70年代の保健・医療や国保等に

関するデータは前田（1983）7）でかなり詳細に整理、

分析されているが、字数の制約上、ここでは以下の

点にだけ言及しておく。沢内村国保加入の70歳以

上高齢者 1人当たり医療費は 1973年度 7.6万円

（①岩手県平均 10.5万円、②全国平均 10.0万円）、

77年度15.0万円（① 26.4万円、② 24.0万円）、81

年度18.7万円（① 40.1万円、② 38.5万円）であっ

た。また、国保の被保険者1人当たり国保税調定額

は77年度1万 5,495円（岩手県平均 2万 260円）、

81年度2万 2,658円（同 3万 3,918円）であった。

5 1963年から99年まで沢内病院で働いた増田進は

著書（2009）8）において、「沢内村の保健・福祉活動

は、昭和60（1985）年を過ぎた頃から、翳りを見

せるようになった。」と述べ、例えば、「活発だった

保健委員の集まりでも、発言が出なくなってきた。

病院のいろいろな活動が村の中で白眼視されるよう

になり、肩こり・腰痛者スポーツ大会も自然に消滅

してしまった。この保健委員会が機能しなくなった

のと、役場が『村の人が健康になるとか、医療費が

安いとか、そんなことは役場にとってメリットがな

い』と言うようになったのは時期を同じくしている、

と思う。」と回想している。

6 大久保圭二（1998）9）

7 藤沢町の住民自治・参加のまちづくりについては

佐藤（1999）13）、大本（2006）14）などを参考にした。

8 尾道市立公立みつぎ総合病院のホームページをみ

ると、地域包括ケアシステムとは「地域に包括医療

を、社会的要因を配慮しつつ継続して実践し、住民

のQOLの向上をめざすものであり、包括医療・ケ

アとは治療（キュア）のみならず保健サービス（健

康づくり）、在宅ケア、リハビリテーション、介護・

福祉サービスのすべてを含有するもので、施設ケア

と在宅ケアとの連携及び住民参加のもとに生活・ノー

マライゼーションを視野に入れた全人的医療・ケア

である。地域とは単なるAreaではなくCommunity

を指す」と定義づけられている（2011年9月15日

閲覧）。

9 佐藤守町長は著書（1999）13）で「命を守るという

ことが地方自治存在の基本である」と強調し、医療

や福祉について「与える者の論理」ではなく、「受

ける者の論理」が重要で、住民自身がそれらを創っ

ていき、「生まれる命」だけでなく「消えていく命」

も併せて、「生きる者を支える仕組み」をサポート

するのが行政であると述べる。

10 佐藤元美の農村地域医療に対する考えは個別ヒア

リングに加えて、筆者が事務局を担った、岩手県立

大学総合政策学部主催のシンポジウム「地域医療の

ネクストステップ―地域・自治体へのメッセージ―」

（2011年3月5日、いわて県民情報交流センター）

における基調講演およびパネル討論で、その一部を

医療経済研究 2012Vol.24No.152



拝聴することができた。あるシンポジウムとはこの

ことである。佐藤の農村医療に関する思想や経営方

針に関しては大本（2010）16）も参考にした。ナイト

スクールについては佐藤（2011）17）他も参考にした。

11 例えば、新井（2003）1）など。注1参照。

12 田村・山本（2005）18）では、保健・医療・福祉の

連携・統合への先駆的な取り組みの特徴に関して、

「①おもに小規模な自治体（3000人から3万人程度）

が主導となっていること（実態的には自治体病院・

院長主導が多い）、②熱心な首長が取り組んでいる

こと、③サービス供給においては、特別養護老人ホー

ム、老人保健施設、在宅介護支援センター、訪問看

護ステーションなどの施設を軒並み整備しているこ

と（しようとしていること）、④施設の整備には十

分な投資（国のモデル事業の指定を受ける、補助金

を獲得するなど）がなされていること、⑤多様な施

設に対して、施設を統括するコントロールタワー

（もしくはキーステーション：病院・診療所・役場）

があること、⑥サービス供給の縦割りの問題には、

各部署を統合したり、共同で業務をおこなう（保健

担当者と福祉担当者の共同訪問など）などして努力

していること」と整理されている。なお、「保健、

医療、福祉の連携・統合が（財政の―筆者記入）効

率化に結びつくかどうかは、必ずしも明確でない。」

と言及されている。

13 本節は、共著者の一人による2011年度日本地方

財政学会報告「条件不利地域における公立病院の維

持に関する課題と展望」（2011年5月実施）および

これをもとにした、関耕平.条件不利地域における公

立病院維持と地域医療の提供についての財政分析.地

方分権の 10年と沖縄、震災復興.勁草書房.2012：

133-155を一部加筆・修正したものであるが、本稿

結論についての重要な事例分析であるため、本稿に

盛り込んだことをお断りしておく。

14 広域連合制度は、一部事務組合よりも柔軟で複合

的な広域行政制度として1995年に導入されている。

15 とくにことわりのない限り、島根県.島根県保健医

療計画（隠岐圏域編）.2008のデータに基づく。島

根県内は計7つに分類されており、隠岐圏域は海士

町、西ノ島町、知夫村および隠岐の島町を範囲とし

ている。

16 通常の入院医療に対応し、健康増進から疾病予防、

リハビリテーションなどに至る包括的な医療提供体制

の整備を進める圏域のことを指す（医療法第 30条に

規定）。ちなみに、三次医療圏とは県内全域を区域と

する専門的な医療を提供できる範囲のことをいう。

17 病院の一般病床及び療養病床に入院した患者のうち

圏域内にある病院に入院した患者の割合

18 当時の協議に際しての隠岐広域連合資料「広域連

合設立にかかる事前協議について」（1999年3月）に

は当時 37.9％の完結率を上昇させ、50％を目指すと

記されている。

19 ここで3条とは、経常的収入、4条が投資的収入を

意味する用語である。

20 具体的な算定方法は表5の表注：＊2を参照。

21 木村（2009）20）。赤ひげバンクなどの取り組みは全

国から注目を集めている。

22 隠岐広域連合へのヒアリング調査によれば、繰出基

準の算定や項目の決定はあくまで可変的であり、常に

病院の財務状況をにらみながら、広域連合内で調整・

協議しているという。

23 この支出は、2010年度より、総務省繰出基準に取

り入れられ、現在は基準内の繰出しとして、「医師派

遣受け入れに対する交付税措置」として位置づけられ

ている（諸橋、2011）21）。
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CaseStudyonPublicMedicalCarein
UnderpopulatedAreas

－AchievementsandlessonsoftheIwatePrefectureSawauchiand

FujisawamodelsandtheShimanePrefectureOkimodel－

KuwadaTajima＊1,SekiKouhei＊2,

UchiyamaAkira＊3,HashimotoTakahiko＊4

Abstract

Japan'slocalmedicalcaresystemscontinuetosufferfrom astructuralcrisis.Theaim ofthisstudyisto

analyzethemanagerialandfinancialaspectsoftheIwatePrefectureSawauchiandFujisawamodelsandthe

Shimane Prefecture Okimodel,which provide examplesofadvanced localmedicalcare systemsin

underpopulatedagriculturalareas.

Thisstudyleadsustothefollowingconclusions:First,itisnecessarytomeettheneedforpublicmedical

careand,atthesametime,toimprovethemanagerialefficiencyofthatcare.Tothatend,thereisaneedto

createmoreflexiblesystemsenablingpublicmedicalcareinstitutionsandgovernmentexecutivestoexercise

effectiveleadership,facilitatingteamworkamongmedical,healthcareandsocialwelfareworkersandfurther

promotingcooperationandcollaborationamongstresidentsandcommunityorganizations.

Second,thereisanurgentneedtocreatesystemsallowinglocalcommunities(prefectures,cities,townsand

villages)toflexiblysharemanagerialandfinancialresponsibilitiesamongstthemselvesinaccordancewiththe

circumstancesofindividualcommunities,andfacilitatingcooperationandmutualcheckingofperformance.

Third,inviewofthepublicandnon-marketnatureofmedicalservicesingeneralandlocalmedicalcare

servicesinparticular,nationalandlocalgovernmentsneedtotakeappropriatefinancialmeasuresbasedonan

analysisofthebackgroundtothefinancialdeficitsofpublichospitals.

Fourth,managementbodiesneedtobedeterminedbasedonthechoiceofrelatedlocalgovernmentsand

localresidentsinaccordancewithlocalhistoricalcircumstances.

Inordertopreventdeteriorationofthefinancialconditionofpublichospitals,theMinistryofInternalAffairs

andCommunicationsformulatedthePublicHospitalReformGuidelinesin2007.Theseguidelinesurgedlocal

governmentsacrossJapantobringpublichospitalsintofinancialstability,thoughtheresultsofthisstudy

mayindicatetheguidelineratherprecipitatesabreakdownofexistingmedicalcaresystemsinagriculturalareas.

[Keywords]ruralmedicalcare,Sawauchihospital,Fujisawahospital,Okihospital,"publichospitalreform

guidelines"

＊1 IwatePrefecturalUniversityAssociateProfessor

＊2 ShimaneUniversityAssociateProfessor

＊3 Kyoto-seibiUniversityVicePresident

＊4 RitsumeikanUniversityAssociateProfessor
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2011年度「学会論文賞」授賞の報告

医療経済学会では、医療経済・医療政策研究の発展を図るため、2009年に「学会論文賞」が設立され

ました。

この賞は、医療経済学会雑誌である「医療経済研究」に掲載された研究論文の中から与えられるもので

あり、賞状のほか、副賞として賞金（提供：医療経済研究機構）が贈られます。

2011年度は、以下の論文が受賞され、去る7月21日開催された医療経済学会 総会にて、医療経済学

会 会長 池上 直己先生より表彰状が授与されました。また、医療経済研究機構 理事長 幸田 正孝より

副賞が贈呈されました。

○花岡 智恵 氏（京都産業大学 経済学部）

「介護労働者の離職要因：賃金が勤続年数別の離職に与える影響」

（授賞理由）介護労働者の人材確保や離職防止は喫緊の政策課題であり、その要因分析を行った重要な研

究である。本論文では、介護労働者の離職要因が勤続年数（勤続年数1年未満または、勤続年数1年以

上3年未満）ごとに異なるかどうかを、労働経済学の知見も活かして丁寧な実証分析を行っている。相

対賃金が与える影響を明らかにするなど学術的に重要な貢献がある。施設系正規職、訪問系正規職、施設

系非正規職、訪問系非正規職のそれぞれに関する分析からは政策的にも重要な示唆を導いている。用いた

データは介護事業所別だが、事業所ごとの介護業務従事者の個票データを活用して相対賃金関数を推定し

ている。この研究をきっかけにさらにデータ整備が進めば今後も成果が期待される研究である。
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医療経済学会「学会論文賞」について

医療経済学会では、医療経済・医療政策研究の発展を図るため、2009年に「学会論文賞」が設立され

ました。

この賞は、医療経済学会雑誌である「医療経済研究」に掲載された研究論文の中から、同誌の編集委員

会による選考を経て医療経済学会理事会で決定された論文に対して与えられるものであり、賞状のほか、

副賞として医療経済研究機構の提供により賞金が贈られます。

2012年度については、下記のとおり選考等を行うこととしておりますので、お知らせいたします。

記

2012年度に発行された医療経済学会雑誌「医療経済研究」（Vol.24）に掲載の研究論文

【選 考 対 象】

「医療経済研究」編集委員会の選考を経て医療経済学会理事会で決定。

【選考・決定】

2013年9月に開催予定の第8回総会において表彰を行い、受賞者に対して賞状及び副賞として賞金

（提供：医療経済研究機構）を贈呈します。

【表 彰】
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医療経済学会
第7回研究大会（報告）

The7thAnnualMeetingof
JapanHealthEconomicsAssociation(JHEA)

１．日時

2012年7月21日（土） 10：00～16：30

２．会場

慶應義塾大学（日吉キャンパス） 協生館

神奈川県横浜市港北区日吉4－1－1

３．研究大会長

田中 滋（慶應義塾大学大学院 経営管理研究科）

４．プログラム委員

プログラム委員長

河口 洋行（成城大学 経済学部）

プログラム委員

岸田 研作（岡山大学 社会文化科学研究科）

熊谷 成将（近畿大学 経済学部）

菅原 琢磨（法政大学 経済学部）

中村 洋（慶應義塾大学大学院 経営管理研究科）

野口 晴子（早稲田大学 政治経済学術院）

橋本 英樹（東京大学大学院 公共健康医学専攻）

福田 敬（国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター）

満武 巨裕（医療経済研究機構）

５．医療経済学会ホームページアドレス

http://www.ihep.jp/jhea/index.html

主催：医療経済学会
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医療経済学会 第７回研究大会

プログラム【A会場：階段教室1】

◆一般演題 10：00～12：00◆ 座長 法政大学 経済学部 菅原 琢磨

A-1「Healthsectorreforms,Inequitiesandfactorsdifferentiatingmaternalhealthcareservices

utilizationinTanzania:Analysisoftrendandpolicyimplication」

東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野 KengiaJamesTumaini

（指定討論者）一橋大学国際・公共政策大学院 井伊 雅子

A-2「大腿骨頸部骨折症例を対象にした地域連携型医療と一病院完結型医療の医療費比較」

医療経済研究機構 福田 治久

（指定討論者）九州大学大学院 医学研究院 医療経営管理学講座 馬場園 明

A-3「拠点病院への患者の集中がアクセス時間とその不平等に及ぼす影響の評価」

京都大学大学院 医学研究科 医療経済学分野 小林 大介

（指定討論者）法政大学 経済学部 菅原 琢磨

プログラム【B会場：階段教室2】

◆一般演題 10：00～12：00◆ 座長 国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 福田 敬

B-1「QualityofCareandHospitalSpendinginAcuteMyocardialinfarction:EvidencefromJapan」

京都大学大学院 医学研究科 医療経済学分野 SungchulPark

（指定討論者）成城大学 経済学部 河口 洋行

B-2「Impactofhospitalcasevolumeonqualityofend-of-lifecareamongcancerpatients:a

cross-sectionalstudyusingclaimsdata」

京都大学大学院 医学研究科 医療経済学分野 森島 敏隆

（指定討論者）京都大学大学院 経済学研究科 後藤 励

B-3「RegionalVariationsinSpendingandQualityinIschemicStrokePatients」

京都大学大学院 医学研究科 医療経済学分野 JasonLee

（指定討論者）国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 福田 敬



医療経済研究 2012Vol.24No.160

プログラム【C会場：階段教室3】

◆一般演題 10：00～12：00◆ 座長 東京大学大学院 公共健康医学専攻 橋本 英樹

C-1「ImpactofSubsidyonCommunity-wideHealthOutcomes：anExampleofInfluenzaVaccination」

慶應義塾大学 経済学部 別所俊一郎

（指定討論者）DepartmentofPublicHealthSciences,UniversityofCaliforniaDavis,
SchoolofMedicine Byung-KwangYoo

C-2「避妊法選択の決定要因についての実証研究：個人属性と主観確立」

名古屋大学大学院 経済学研究科 中村さやか

（指定討論者）早稲田大学 政治経済学術院 野口 晴子

C-3「RegularPhysicalActivityandHealthoftheMiddle-Aged」

近畿大学 経済学部 熊谷 成将

（指定討論者）東京大学大学院 公共健康医学専攻 橋本 英樹

プログラム【D会場：階段教室4】

◆一般演題 10：00～12：00◆ 座長 国際医療福祉大学大学院 医療経営管理分野 池田 俊也

D-1「糖尿病患者の行動経済学的分析」

日本医科大学千葉北総病院 内分泌内科 江本 直也

（指定討論者）国立社会保障・人口問題研究所 西村 周三

D-2「新しい医療専門職種における成果に資するプロフェッショナリズムの醸成」

京都大学大学院 薬学研究科 瓜生原葉子

（指定討論者）慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 高木 安雄

D-3「データマイニング手法を用いた、後発医薬品導入における医薬品価格の与える影響に関する解析」

医療経済研究機構 清水沙友里

（指定討論者）国際医療福祉大学大学院 医療経営管理分野 池田 俊也
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プログラム【藤原洋記念ホール】

◆総会 13：00～13：20◆

◆研究大会長講演 13：20～13：50◆ 座長 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 中村 洋

『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 13：55～15：05◆ 座長 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 田中 滋

『HOW DATACANDRIVEIMPROVEMENTSINHEALTHSYSTEMS』

HeadoftheHealthDivision,OECD MarkPearson

◆チュートリアル（教育）15：15～16：30◆ 座長 成城大学 経済学部 河口 洋行

テーマ：『新たなレセプトデータベースの利用可能性と分析事例』

「エビデンスに基づく医療政策、医療計画－電子レセプトデータの活用について－」

国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部 熊川 寿郎

「レセプト情報を活用したOECD医療の質指標算出の試み」

国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部 岡本 悦司

「ナショナルレセプトDBの利用促進に関する科研費プロジェクトについて」

医療経済研究機構 満武 巨裕

「ナショナルレセプト・データベースについて」

産業医科大学 公衆衛生学 松田 晋哉
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医療経済学会第７回研究大会「若手最優秀論文賞」について

医療経済学会 第7回研究大会では、7月21日（土）の一般演題の部において、大学院生による最も

優れた論文に対して、研究大会長より「若手最優秀論文賞」を授与することに致しました。

厳正かつ公平な審査の結果、下記のとおりとなりましたことをご報告申し上げます。

該当論文なし

【選考結果】

第7回 研究大会長 田中 滋
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『医療経済研究』投稿規定

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（Conflictof

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。

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-mailkikanshi@ihep.jp

（送付先） 〒105�0003 東京都港区西新橋1�5�11 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

TEL03－3506－8529／ FAX03－3506－8528

（2011年4月1日 改定）
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『医療経済研究』執筆要領

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6000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.Physiciansandthepharmaceuticalindustry:isagifteverjustagift?JournalofAmerican

MedicalAssociation2000;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）OrganisationforEconomicsCo-operationandDevelopment.ASystem ofHealthAccounts.Paris:OECD

Publications,2000．

③訳本の場合

1）Fuchs,V.,1991.Nationalhealthinsurancerevisited.HealthAffairs[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。

1． （1） ① （a） （ア） …

（2008年3月31日 改定）
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JapaneseJournalofHealthEconomicsandPolicy:InstructionstoAuthors

TheJapaneseJournalofHealthEconomicsandPolicyacceptsarticlesfrom thesubjectareasofhealtheconomicsand
healthcarepolicy.ArticlesthataresubmittedtotheEditorialCommitteeofthejournalhavetobeoriginaland,assuch,
shouldnothavebeenpublishedelsewhere,eitherinwholeorinpart,andshouldnotbesubmittedtootherjournalswhile
adecisiononpublicationbytheEditorialCommitteeispending.Contributingauthorsshouldbemindfulof,andstrictly
follow,theGuidelinessetbelow.
1．Thepurposesofthejournalareasfollows:
1）Thedevelopmentofresearchintheareaofhealtheconomicsandhealthcarepolicy,withaviewtothisformingan
academicbasisforpolicydesignanditsevaluation.

2）Theprovisionofopportunitiesforscholarsandotherinterestedpartiestopresentresearchresultsintheareaofhealth
economicsandpolicy.

3）Thepromotionoffreeexchangeandthediscussionofviews,ideas,andopinionsamongallpersonsconcernedwith
thevariousdimensionsofhealtheconomicsandhealthcarepolicy.

2．Primarily,thefollowingtypesofarticlesareacceptedforpublication:
1）ResearchPapers:Thesearearticlespresentingdetailed,original,empiricaland/ortheoreticalresearch,andproviding
aclearstatementandexplanationoftheobjectives,method,andresultoftheresearchinquestion.

2）ResearchNotes:Thesecomprisesmallandconcisenotesontheoriginalresearch,orarticlescontainingnewviewsand
opinionsofacademicvaluethatdonotmeetthestandardsofaresearchpaper.

3）ResearchReports:Theseincludereportsonparticulardata,surveys,experiments,andothersuchmatters,alongwith
reportsonimprovementsinresearchmethodologiesthatcanprovideusefulinformationforfutureresearchactivities.

4）OtherarticlesthatareapprovedbytheEditorialCommitteemaybepublished.
3．Authorsaresubjecttonorestrictionswithregardtotheirareasofresearchinterestandexpertise.Theauthorsarenot
requiredtobemembersoftheInstituteforHealthEconomicsandPolicyand/ortheJapanHealthEconomicsAssociation.

4．Authorsshouldemailthemaintextoftheirarticlesalongwiththefigures/tablesandtheabstract,andshould,inaddition,
sendahardcopyofthearticlesthroughregularmail.Articlesoncesubmittedwillnotbereturned.Authorsmayexpress
apreferenceastowhethertheirarticlesaretobepublishedasaresearchpaper,asresearchnotes,oraresearchreport,
althoughauthorpreferencesregardingarticletypewillnotbebindingupontheEditorialCommittee.

5．AuthorsshouldfollowtheWritingGuidelinesattachedwiththeAuthors'Guidelines.WhenaskedbytheEditorial
Committee to make revisions,authors are expected to revise their articles in fullaccordance with the
requirementsoftheCommitteeandtoresubmittheircompletedandrevisedarticles.Ifaresubmissionisnotmadewithin
90daysfrom thedateofnotification,thesubmissionwillbeconsideredaswithdrawn.However,the90-daylimitwill
notapplyincaseswheretheEditorialCommitteedecidesthatthereisavalidreasonforthedelay.

6．Inthecaseofarticlesbasedonresearchthathasbeensupportedbygrants,fellowships,orothersuchfunding,authors
arerequiredtoprovidethenamesoftheawardinginstitutionsororganizationsconcerned,theresearchtitle,theyear
thegrant/fellowshipwasreceived,andallotherrelevantinformationintheiracknowledgements.

7．Theauthorsmustclearlyindicatethatallresearchinvolvinghumansubjectswasconductedinaccordancewiththe
standardssetoutintheEthicalGuidelinesforEpidemiologicalStudiesandEthicalGuidelinesforClinicalResearch.

8．Inthecaseofresearchconcerningtheassessmentofhealthcaretechnology,authorsareadvisedthattheEditorial
Committeemay,ifnecessary,requestinformationregardingpossibleconflictsofinterestpriortotheevaluationofthe
articlesconcerned.

9．Decisionsregardingtheacceptanceofarticlesforpublicationandthedesignationofthetypeofarticlewillbemadeby
theEditorialCommitteeonthebasisofthereferees'reports.Submissionsthatdonotmeetthestandardsforresearch
papersmaybepublishedasresearchnotesorresearchreports.

10．TheEditorialCommitteecancommentonthepapersacceptedforpublicationifpointsrelatedtoresearchdesignsofthe
papersaremadeand/oropinionsonpaperreviewsaredivided.Inthatcase,theauthorswillbenotifiedofsuch
comments.

11．AuthorsareadvisedthattheInstituteforHealthEconomicsandPolicywillretainthecopyrightsforalltheworks
acceptedforpublication.Theauthorsofthepapersacceptedforpublicationwillberequestedtosignaconsentformfor
copyrightstransfer.

12．Thereisnopublicationfeeforthepublishedpapers.Extracopiesofpublishedpaperswillbeprovidedatactualcost
priceupontheauthors'request.

13．Articlesacceptedandpublishedasresearchpaperswillbeeligibleforbeingconsideredfor"Association'sPaperAward"
forthemostvaluablearticleoftheyearandtheaward-winningauthor(s)willbehonoredwithanawardcertificateby
JapanHealthEconomicsAssociationandwithanextraawardbyInstituteforHealthEconomicsandPolicy.

14．Authorsshouldassumeprincipalresponsibilityforproofreadingofthepaperforlanguage(English)relatedissues.
Therefore,whenthelevelofEnglishdoesnotmeetthestandard,authorsmayberequestedtobearreasonableexpenses
foradditionalproofreadingdonebytheEditorialCommittee.

15.Articlesshouldbesenttothefollowingaddress:
EditorialOfficeoftheJapaneseJournalofHealthEconomicsandPolicy:
InstituteforHealthEconomicsandPolicy
No.11ToyoKaijiBuilding2F,1-5-11Nishi-shinbashi,Minato-ku
Tokyo105-0003Japan
Telephone:(+81)3-3506-8529;Fax:(+81)3-3506-8528
E-mail:kikanshi@ihep.jp
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"JapaneseJournalofHealthEconomicsandPolicy"

ManuscriptSubmissionandSpecifications

1．Formatofarticles
ArticlesaretobesubmittedintheformatofanA4-sizeMicrosoftWorddocumentfilewith36linesperpage.Asreferee
readingwillbeconductedanonymously,thefollowingfouritemsshouldbeincludedonthecoverpage(firstpage),while
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