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序論
国民皆保険制度のもとでサービスの質を維持

しつつ医療費を統制するにはどうすればよいか

が，よく議論に上る 1．この点では日本はうま

く行っているように思われる．平均寿命などの

健康指標が世界トップレベルである一方，医療

費はかなり低い—国内総生産（GDP）のわずか

8.5%程度が保健医療に支出されているにすぎず，

2008 年には OECD 加盟国中 20 位であり，米国

の半分に過ぎなかった 2． 

日本では，どのような仕組みによって医療費

を抑制してきたのだろうか．日本では，医療費

を抑えるために品質管理の面で大幅な妥協をし

てきたのだろうか．特に医療に対して高まる社

会の期待や技術の進歩，高齢化社会に直面する

現在，この医療制度は持続可能なのだろうか．
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わが国における医療費抑制と医療の質： 
トレードオフはあるのか
橋本英樹 *，池上直己 *，渋谷健司，泉田信行，野口晴子，康永秀生，宮田裕章，ホセ・M・アキン，
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平均寿命などの日本の健康指標は，世界でもトップレベルである．一方，2008 年の医療費の対国内
総生産比は，OECD（経済協力開発機構）加盟国中 20位の 8.5％であり，米国の医療費の約半分に過
ぎない．医療費は全国一律の診療報酬によって管理されており，診療報酬は，全体改定率がまず設定
されてから項目別の改定が行われるようになっている．医療の質の構造的側面およびプロセス面は不
十分と見られるが，それは，主に日本における医師と病院の発展の歴史的経緯によるものであって，
医療費抑制政策によるものではない．一方，手術死亡率などのアウトカムは，他の先進国に劣らない．
日本では，支払条件については厳格な管理を行いながら，医療サービス提供の体制については自由放
任主義的なアプローチを取ることを医療政策の基本方針としてきた．その結果，医師や病院などの専
門家集団のガバナンスが弱く，説明責任が十分果たされてこなかったといえる．医療制度が直面して
いる構造的な諸問題を考慮すれば，報酬ルールを簡素化して支払条件をより緩和する一方，地域医療
計画を強化してサービス提供の管理を強める方向へとシフトしていくべきであろう．これらはいずれ
も，医療提供者のパフォーマンスに対する公的モニタリングを伴わなくてはならない．良好な健康状
態と低コストを達成した日本の実績は，まずサービス利用の機会拡大・均等化，および医療費支払い
による世帯の貧困化を予防することを保健医療政策の最優先課題とし，その後にサービスの効率性と
質の向上を追求すべきであることを示唆している．
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検索方法と選定基準
PubMed，Medline，JSTOR，Google Scholar を検索し，政府報告書や未発

表の国内論文も探索した．医療費抑制策について述べた本論考の第 1 部は，
日本の保健医療提供体制・政策の歴史的背景の概略をまとめたものである．
共同主筆のこれまでの研究論文，世界銀行その他の国際機関の調査結果報告
書を含む国内政策・国際政策に関する他の研究の知見を総合した．また，経
済協力開発機構の Health Data，その他の入手可能な国際比較データを用い
て日本における医療サービスの利用と資源をベンチマークすることにより，
日本と他国の医療制度を比較した．医療の質に関するセクションについては，
患者の満足度を含め，医療の質の構造的側面・プロセス面・アウトカム面に
関する問題を分析・調査した．

構造的な決定要因の検討にあたっては，患者調査個票を利用した独自の分
析により，病院別標準化死亡比に焦点を当てた．プロセスについては，国民
健康栄養調査を用い，高血圧症や高コレステロール血症等の慢性疾患に対す
る臨床的管理に焦点を当てた．アウトカムについては，標準化された全国規
模のデータを収集している日本の調査研究を選択し，急性期入院治療の結果，
特に手術死亡率に関する既存の論文と文書を徹底的に検討した．さらに，日
本胸部外科学会のデータを参照しつつ，心臓血管手術の臨床研修施設制度の
施設基準が改定された後の手術死亡率の変化に焦点を当てた．医療の安全性
については，財団法人日本医療機能評価機構の年次報告書を参照した．
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本論文の第１部では，日本が，全国一律の診療

報酬を用いてどのように医療費を統制してきた

のかを検討する．第 2 部では，構造・プロセス・

アウトカムにより医療の質を評価し，なぜ現在

の水準が達成できたのかを説明する．第 3 部で

は，日本が直面している課題と，筆者らの改革

案を提示する．最後に，医療費を管理しながら

質を維持していく上で，全世界が日本の経験か

ら学ぶべき教訓を提示する．

日本はいかにして医療費を抑制してきたか
過去 30 年間，日本の医療制度は，民間セクター

に強く依存した医療提供制度，出来高払い，家

庭医によるゲートキーパー機能の不在など，一

般的には高いコストを伴うはずの数多くの要因

に直面しながらも効果的に医療費を抑制してき

た 3．他の OECD 諸国と比べると，日本では人々

が医師にかかる頻度が高く，1 人当たりの入院

日数が多く，入院期間が長い（表 1）．さらに，

65 歳以上の人口は 1980 年に 9% であったのに

対し，2010 年には 23％と２倍以上に増加して

いる 4, 5．このような状況の中で，日本はどのよ

うにして医療費抑制を達成したのだろうか．

まずは，入院治療よりも外来治療のほうが多

く利用されていることが挙げられる．日本は， 1

人当たりの医師受診回数が OECD 加盟国の中で

最も多い．1 人当たり病床数も多いが，日本で

は病床回転率（OECD 平均が 1 病床当たり年間

43.6 人であるのに対し，1 病床当たり年間 14.8

人）と，1 病床当たりの医師・看護師数（OECD

平均がそれぞれ 100 病床当たり 99.8 人，248.9

人であるのに対し，100 病床当たり 27.2 人と

117.3 人）が極めて低いため，入院治療の利用

は見た目ほどには高くない．これには歴史的な

理由がある．

わが国では，ほぼすべての病院が診療所を母

体として設立され，拡大されてきた 6-8．その結果，

病院と診療所の機能分化が未熟で，有効な紹介

制度が欠如している．高次病院ですら外来治療

の割合が多く．その結果，病院の医師が入院治

療に充てられる時間が制限されている．このよ

うな状況は，文化的に患者がより非侵襲的な（痛

みや危険を伴わない）治療を好むことと相まっ

て，外科的処置の利用が日本では少ないことの

説明になりえるであろう．全身麻酔を伴う外科

手術の 1 人当たりの件数は，2008 年に米国が人

口 1 千人当たり年間 39 件であるのに対し，日

本では 18 件と約半分であった 9, 10． 

日本の医療費抑制の第 2 の理由は，主にその

支払制度に求めることができる。供給側に対す

る医療費抑制は，全国一律の診療報酬により行

われている。診療報酬の改定は総枠の改定と項

目別の改定からなり 3, 11，すべての保険者からほ

ぼすべての医療提供者への金銭の流れを統制し

ている．したがって，日本には複数の支払者（す

なわち約 3,500 の保険者）があるにもかかわら
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主要論点
・ 日本の健康水準は世界トップレベルであるが，総保健医療支出の対 GDP 比

（8.5%）は OECD 加盟国中第 20 位に留まる．民間セクターに依存した医療
提供制度や出来高払い方式にもかかわらず低医療費水準となっていること
は，日本がいかに相対的に低いコストで良好な健康状態を達成したかを示
している．

・ 全国一律の診療報酬により支払い額が厳格に管理されており，不況下では
政府が価格を一方的に引き下げることができたため，医療費は抑制されて
いる．

・ 医療の質の構造的側面から評価すると，1 病床当たりの医師・看護師数は
OECD 加盟国中最も低いレベルである．専門医認定制度は成熟しておらず，
総合診療はまだ専門分野として認知されていない．医療の質の評価・改善
に関する政府の取り組みは，入院治療に携わる看護師の数にのみ焦点を当
てている．

・ 医療の質のプロセス面は，入院治療では標準化が遅れている．さらに外来
治療では，高血圧症や高コレステロール血症の有効カバー率が米国の水準
を下回っている．しかし，アウトカムで評価すると手術死亡率は他の国と
同じぐらい低く，特に大病院では低い傾向がある．

・ 医療費の厳格な管理とサービス提供に対する自由放任主義的アプローチか
らなる日本の政策は，医療提供者側のガバナンスの弱さと相まって，医療
資源の需要と供給の間にミスマッチを引き起こすとともに，医療の質に関
する説明責任の確立を阻んでいる．これらの構造的問題に対処するために
は，入院治療の診療報酬規定を簡素化して支払条件の柔軟性を高める一方
で，地域医療計画を強化し，病院の診療パフォーマンスに対する公的モニ
タリングを推進することによってサービス提供のあり方を厳しく管理する
べきである．またこれには，プライマリ・ケアを確立するための医学教育
改革も伴うべきである．

・ 日本のこれまでの経験から，保健医療政策においては，まず医療サービス
の利用機会の拡大と受療による世帯の貧困化の予防が優先事項とされるべ
きだと言える．その後に，サービスの能率と質を追求すべきである．



特集号

59

まず，国家の政治経済状況に関する内閣総理大

臣の評価を踏まえ，内閣がすべてのサービス・

医薬品の全体価格改定率を決定する．このプロ

セスにおいては，財務省が引き下げを要求し，

医療提供者団体が引き上げの陳情を行い，厚生

労働省が専門知識を提供して主導的役割を果た

す．この改定は 2 年毎に実施される．2008 年

度改定においては改定率が 0.82% 引き下げられ，

2010 年度改定においては 0.19％引き上げられ

た．全サービス・医薬品の総量は大枠では変わ

らないことから，この全体改定率の設定により，

事実上翌年度の医療費が決定される．

次に，医薬品・医療材料・サービスの価格を

項目別に改定し，その正味の影響が全体改定率

と同じになるようにする．各改定の影響額はそ

の給付量から計算され，当該給付量は社会医療

診療行為別調査のデータに基づいて推計される．

これらの項目別の決定は，厚生労働省が任命し

た支払側・診療側・公益側で構成される中央社

会保険医療協議会が公式に決定する．しかし，

各項目の価格決定プロセスは専門的であると同

時に複雑であるため，実際の交渉は，関係医療

提供者団体と厚生労働省医系技官との間で行わ

れる．

医薬品・医療材料の価格は，主として市場価

格調査の結果に基づいて改定される．各医薬品

ず 12，１つの支払制度が一律に適用されている

のである．この構造によって，社会保険制度下

のすべての保険者に対して支給パッケージが実

質的に同一のものとなり公平性が高まるととも

に，管理運営コストの削減により効率性を高め

ることにもつながっている．

診療報酬で設定されている請求要件の順守状

況は，審査支払機関が診療報酬明細書を審査し

ており，その結果，請求額に占める請求却下率

は 1.4% となっている 13．さらに，医療記録の現

場における指導・監査も実施されており，その

頻度は医療提供者の過去の順守実績により規定

される．監査で組織的な不正が発見された場合，

医療提供者は，6 〜 12 カ月前に遡って不適切な

請求額分の報酬を払い戻さなければならない．

診療報酬明細書審査と監査の主な目的は医療

費抑制であるが，規定に沿って医師の業務を標

準化することで質の管理にも役立っている．医

療費を抑制する他の方法としては，保険外請求

（診療報酬に記載されていないサービスや医薬品

の費用の患者への請求）は，個室などの特別料

金や有効性の評価実施中の新技術に関するもの

を除いて制限されていることや，差額請求（規

定価格を超えた部分の費用に対する患者への請

求）が禁止されていることなどが挙げられる．

診療報酬の改定は，以下の通り実施される 3．

日本 カナダ フィンランド フランス ドイツ 韓国 メキシコ 英国 米国

65 歳以上人口比率（%） 22.1% 13.6% 16.6% 16.5% 20.2% 10.3% 5.6% 15.7% 12.7%

医療費総額（対 GDP 比） 8.5% 10.3% 8.4& 11.1% 10.7% 6.5% 5.8% 8.8% 16.4%

医師の診療回数（1 人当たり） 13.2 5.5 4.3 6.9 7.7 13.0 2.8 5.9 3.9

急性期入院治療，平均入院期間（日数） 18.8 7.7 5.5 5.2 7.6 NA 3.9 6.9 5.5

人口 1000 人当たりの急性期病床数 8.1 1.8 1.9 3.5 5.7 5.4 1.6 2.7 2.7

利用可能な 1 病床当たりの患者回転率 14.8 35.8 NA 51.8 36.6 NA 62.5 49.0 44.2

人口百万人当たりの MRI 装置数 43.1 8.0 16.2 6.1 NA 17.6 1.7 5.6 25.9

人口 1000 人当たりの医師数 2.2 2.3 2.7 3.3 3.6 1.9 2.0 2.6 2.4

人口 1000 人当たりの看護師数 9.5 9.2 9.6 7.9 10.7 4.4 2.4 9.5 10.8

1 急性期病床当たりの医師数 0.3 1.3 1.4 0.9 0.6 0.4 1.3 1.0 0.9

1 急性期病床当たりの看護師数 1.2 5.1 5.1 2.3 1.9 0.8 1.5 3.5 4.0

	 　
データは参考文献 2 による．OECD ＝経済協力開発機構．GDP ＝国内総生産．＊ 2008 年直近年度の入手可能なデータ．カナダとフラン
スは現役医師数．フランスと米国は現役看護師数．

表 1：日本とOECD加盟国との保健医療サービスの利用・支出・資源の比較（2008 年）
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長率は停滞し，むしろマイナスにさえなったた

め，医療費の対 GDP 比は上昇した．税収と保険

料収入が減少した結果，政府による医療費の財

源確保はますます困難になった．このような状

況に対処するため，政府は 2002 年度から 4 回

連続で全体改定率を引き下げた．

日本の厳格な医療費抑制政策に関しては，２

つの基本的な疑問が生じる．まず，診療報酬の

項目別の引き下げに対し，医師たちはどのよう

に反応したのだろうか．次に，医療費抑制策は，

医療の質にどのような影響を及ぼしたのだろう

か．1970 年代，日本政府は医療費抑制に失敗し

ている．強力な力を持つ日本医師会の圧力によ

り全体改定率が引き上げられたのである 14．経

済成長期にあったため，政府は医療費抑制より

も，サービスを拡大して増大する医療サービス

需要に応えることのほうに関心があった 8, 15． 

ところが 1980 年代になると状況が一変し，

政府は行財政改革に着手し，日本医師会の力は

衰退し始めた．しかし，医療費抑制が政策目標

になった時点でも，日本医師会が与党である

自由民主党の最大献金者であったこともあっ

て，開業医たちは（日本医師会の中核メンバー

も開業医だった）かなり保護されていたのであ

る．これとは対照的に，専門医と病院は十分組

織化されておらず，政治的な影響力がなかった．

1970 年代に半数以上を占めていた開業医の比率

は 1990 年代には 3 分の１に転落したが，専門

医と病院の影響力は，政権交代が起こる 2009

年までは前面には出てこなかった 6, 15． 

医療費抑制政策の医療の質への影響
医療費抑制策は，日本の医療の質にどのよう

な影響を与えたのだろうか．著者らは，患者満

足度を含め，ドナベディアン・モデルの構造・

プロセス・アウトカムの枠組みを用いて日本の

医療の質を評価した 16．医療の質の構造的側面

は通常，医療システムへの投入要素，すなわち

医療施設の設備や人員の数および水準を指す．

この側面に関して，日本は OECD 平均と比べて

の価格は，医療提供者の支払った出来高加重平

均価格を反映させるよう個別に改定しているが，

この平均価格は通常，診療報酬の価格よりも低

い．新薬の価格は，その有効性および革新性を

既存の医薬品と比較した上で設定される．しか

し，費用対効果は考慮されない．さらに，新薬

の売上げが製造業者の見込みを超えた場合には，

厚生労働省がその価格を一方的に引き下げる．

診療行為に対する点数は，回数が大きく増加し

た場合には，医療費を抑制するために引き下げ

られることがある．また，当該項目の資本費用

が低下したと見なされる場合にも引き下げられ

る。例えば，2002 年度の診療報酬改定では，全

体改定率は 2.7％引き下げられたにすぎなかった

のに，頭部 MRI の診療報酬は 30% 引き下げられ

た．逆に，医師の往診など，政府が拡大を望む

サービスの報酬は，奨励を目的として引き上げ

られている。したがって，診療報酬体系の改定は，

客観的な根拠よりもむしろ政策的な判断に基づ

いている．

図 1 に示すとおり，診療報酬全体の改定率は

国民医療費の水準に直接反映されている．経済

が拡大した 1980 年代には，国民医療費は経済

成長率とほぼ同じ伸び率で増加したため対 GDP

比は一定であった．ところが1990年代になると，

国民医療費が同じ割合で増加した一方，GDP 成
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標準化死亡比を計算するとともに，これをアウ

トカムとして病院報告の人員配置のデータとの

関連を検討した（表 2．詳細は，ウェブ上の補

遺を参照）．入院日数が 30 日未満の急性期患者

に限定して，患者と病院の特徴を加味した調整

を行った後の病院別標準化死亡比は，看護師の

数ではなく，常勤相当数の医師および薬剤師が

多い病院で有意に低かった．標榜診療科数，集

中治療病床数と全身麻酔処置件数が多く，入院

治療対外来治療の比率が高い病院も死亡比が低

かった．この分析結果は，急性期入院治療の予

後は，医師・薬剤師・設備が整っていて入院治

療の比率が高い大病院で良好であることを示唆

している．

医師および看護師の質について，免許を有し

ていること以外，詳細はほとんど注目されてこ

なかった．日本では専門医と総合医が正式に区

別されていないため，OECD データも日本につい

ては専門医と総合医の内訳を示していない．日

本では，医師と病院は自らの裁量で専門領域を

標榜することができる．医師の 3 分の 2 が少な

くとも 1 分野の専門医として認定を受けている

が，ほとんどの分野では正式な専門医認定手続

が 1980 年代に始まったにすぎないので，それ

以前に研修を受けた医師は正式な研修を経ずに

経験年数に基づいて認定されていた 19．さらに，

認定プロセスの厳格さは専門医団体の間でばら

つきがあり，正式な認定更新手続や研修枠の指

定制度がある団体はほとんどない．その結果，

脳外科医など一部の専門医は，1 人当たりの人

数が米国よりもはるかに多くなっている（図 2）．

従来は，大学医局が若い医師の専門医教育を

担っていた 6, 21．大学病院や大病院での研修後も

専門医を続ける医師は限られており，残りは専

門分野以外の正式な再研修や総合医としての研

修を受けないまま，大病院を去って地域の病院

に勤務するか，診療所を開く．総合診療は，未

だ日本専門医認定機構から専門医として認知さ

れていない 22．診療所に勤務する医師のほぼ全

てが，かつて病院で専門医として勤務したこと

1 人当たりの病院数・病床数が高いが（表 1），

その主な原因は，精神科病院以外の病院のほぼ

半数が療養病床を有していることにある．急性

期病床に分類される一般病床でさえ，患者の

34% が 30 日超の入院をしていた 17．したがって，

急性期病床に限定したとしても，病床数と人員

レベルを欧米の病院と比較することは難しい．

日本政府はこれまで，医療の質のモニタリン

グを病床当たりの医師・看護師の数に絞ってき

た．配置基準を満たさない病院には，診療報酬

引き下げによる制裁が課される．逆に，看護師

数が多ければ診療報酬も上がる．このように看

護師数を重視してきた理由は，第二次世界大戦

の敗戦後に占領軍が改革を行うまで，病院の看

護は伝統的に家族が担っていたことに起因して

いる．家族への依存は，私的に雇用された看護

補助者（家族による付き添いの代行者）によ

る看護が 1997 年に正式に禁止されるまで続い

た 18．　

著者らは，構造とアウトカムの関係を評価す

るため，患者調査の個票データを用いて病院別
回帰係数，	
非標準化

P>Z

人員（常勤換算）

医師数

看護師数

薬剤師数

–0.300

–0.022

–0.252

<0.0001

0.4169

<0.0001

病院の構造的投入要素

専門診療科数

急性期病床数

集中治療室の病床数

–0.149

–0.120

–0.315

<0.0001

0.0084

<0.0001

その他の病院特性

年間全身麻酔処置件数

大学付属病院

救急救命部門

急性期病床の全病床に対する割合

外来診療数に対する入院診療数の比率

0.153

–0.018

–0.401

–0.041

–0.188

<0.0001

0.8339

<0.0001

0.4471

<0.0001

	 　
14,309 病院のデータをまとめた．入院期間が 30 日未満の患者に

分析を限定するとともに，表に記載の変数の他，病院経営主体と

年次ダミー変数に対する調整も行った．データは，厚生労働省の

1999 年度，2002 年度，2005 年度，2008 年度の患者調査および

医療施設調査・病院報告による．

表 2：日本の病院の急性期入院治療に関する病院別標準化死亡比
（観察値／推定値）の決定要因（1999 年～ 2008 年）
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ロール血症を抑える薬剤を現在処方されている

患者のうち，目標数値を達成したのは半数にす

ぎなかった．さらに，地域の未診察・未治療患

者の割合は，米国の 2007 年度全国健康栄養調

査（National Health and Nutrition Examination 

Survey）27 の推計数よりも多かった（糖尿病治

療については，異なる HbA1c 基準が用いられて

いるため比較できなかった．図 3）28．筆者ら

の分析結果は，日本の非感染症死亡について高

血圧がタバコに次ぎ依然として 2 番目に大きな

要因となっていることを示した，本特集号の第

1 論文 26 の検討結果を裏付けるものである．高

コレステロール血症による死亡率は今のところ

低いが，このリスク要因は日本ではまだ比較的

新しい．したがって，高コレステロール血症の

管理が不十分なために引き起こされる結果は，

これから顕著になってくる可能性が高い 29．慢

性期治療の質が不十分であることを示すこれら

の結果は，日本に総合診療の標準的ガイドライ

ンと研修制度がないことと，予防サービスと治

療サービスが分かれていることがその原因であ

ろう．ただし，2008 年にメタボリック症候群

の健診が導入されて以降，状況は改善されてい

る 30． 

一方，医療の質をアウトカムによって評価し

た場合，急性期入院治療の水準はかなり高いよ

うに思われる．日本の手術死亡率が他の先進国

と比べて低いことは，いくつもの調査が一貫し

て報告しているところである 31-36．近年行われ

たがん生存率に関する国際比較によれば，日本

の直腸がんおよび乳がんの生存率は他の OECD

諸国と同様であった 37．先行研究でいずれも同

様の結果が見られているのは，外科手術が妥当

な実績件数のある専門診療科をもつ施設で行わ

れる傾向にあることに帰せられるかもしれない。

2008 年には，全身麻酔を伴う外科手術の 81.0%

が病床数 200 超の病院で行われているが，この

ような病院は精神科病院以外の病院の 17.5％を

占めるにすぎない．

日本では医師 1 名・1 機関当たりの外科症例

がある（パネルの事例）22．構造的側面について

の上記の検討は，質の問題が医療費抑制策によ

るものではなく，主としてこうした歴史的経緯

によるものであることを示している．専門医の

研修と認定制度について専門医組織のガバナン

スが弱く，それが供給と社会のニーズのミスマッ

チを引き起こしている 21, 22． 

医療プロセスの質は，医療プロセスの標準化

に左右される 23．専門的治療の標準化にとって

主な障害の１つとなるのが，医師が専門学会や

病院ではなく，出身大学の医局に帰属意識をも

つ傾向があることである．医師の診療パターン

は，出身大学の医局・教授の流儀によって特異

的に形作られる傾向がある．また医療の質をモ

ニタリングする職員を擁している病院も極めて

少ないが，一定の努力も行われている．1995

年に病院の機能評価を行う非営利団体が設立さ

れ 24，2010 年には病院の約 30％がその認定を

受けている．他にも，約 300 の病院が急性心筋

梗塞に対するアスピリンの使用など，臨床プロ

セス指標を公開する研究ベースのベンチマーク

プロジェクトに参加している 25． 

外来サービスは，患者が容易にアクセスでき

るため，降圧剤の普及につながり脳卒中による

死亡率の低下に寄与したと見られている 26．し

かし，2007 年度国民健康栄養調査を用いた筆者

らの分析によれば，高血圧症および高コレステ
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告を義務づけられた 272 病院のうち 68 病院が，

その年は有害事象を 1 件も報告していなかった

ことから，過小報告されている可能性が高い．

他の OECD 諸国と比べると，日本では患者の

満足度が低いようだ 46．しかし，満足度は患者

の期待，そしてサービスが提供される状況に左

右されるため，国際比較を行う際には注意が必

要である．それ以上に意味のある比較は，満足

度がどのように変化したか，である．厚生労働

省が実施している時系列横断調査がある（受療

数が少ないが，それでもアウトカムと症例数の

間には関係が見られるのであろうか．　日本に

おける症例数とアウトカムの関係について行わ

れた一連の研究では，一定の結果は得られてい

ない 32, 33, 36, 38-41．非外科的急性胆管炎患者に関

する最近の研究によると，施設症例数の少なさ

と，診療ガイドラインに定められた標準診療プ

ロセスの順守率の間には負の相関があり，さら

には入院の長期化・死亡率の上昇との有意な関

連性が見られる．すなわち，医療の標準化がキー

である可能性が示唆されている 42．その点で，

日本胸部外科学会による臨床研修施設の認定基

準の改正は，症例数がアウトカムに与える影響

を評価する上で，ユニークな社会実験になって

いる 43．自ら行った分析により症例数と手術死

亡率との関連性が示されたことを受けて 38，日

本胸部外科学会は 2004 年に臨床研修病院の認

定条件である年間手術数を引き上げた．その結

果，47 都道府県のうち 24 都道府県で認定病院

数が減少した．その後，これら 24 都道府県では

手術死亡率が減少し，都道府県間の格差が縮まっ

たが，外科手術数の減少は全くなかった（未公

開データ，問い合わせにより著者より提供可能）．

最後に，プロセスの質においてもアウトカム

の質においても，有害事象の報告は重要である．

大学付属の教育病院での医療過誤事件をきっか

けに，病院の安全性に関するマスメディアのキャ

ンペーンが行われた 1999 年以来，急性期入院

治療の安全性に対する一般市民の要求が高まっ

ている 44．この要求がきっかけとなり，特に集

中治療やハイリスク治療を行っている大病院で

は，品質基準が引き上げられた領域のひとつに

安全管理も入れられたのである．2004 年の医

療法改正により，特定機能病院および公的病院

（2008 年 12 月 31 日現在 272 病院）は，安全

措置の策定と共有を目的として有害事象の報告

を義務づけられたが，報告を強制されたからと

いって，病院の責任が免除されるものではなかっ

た 45． 2008 年の年次報告書によれば，致命的

事象の発生率は 0.07％と低かった．しかし，報

パネル：満足した田中さん（事例）
田中さんは 48 歳（女性），銀行の窓口担当である．

職場で年１回の検診を受けたが，初めて結果が思わ
しくなかった．血清 LDL コレステロール値が 4.66 
mmol/L（180 mg/dL）であり，高コレステロール血
症と診断された．健康診断書を受け取った 2 週間後，
職場健康センターの保健師が彼女のオフィスに連絡
してきて，面談の予約がされた．保健師は田中さん
との面談後，高コレステロール血症と虚血性心疾患
の家系であることから，病院で LDL コレステロール
を検査してもらうよう勧めた．彼女の自宅から歩い
て 5 分のところに個人開業医の診療所があり，内科
と外科が専門となっていた．

診療所を初めて訪れた時は，5 分しか待たなくて
よかった．医師は，近隣の大学病院で消化器外科に
勤務していた経歴の持ち主だった．彼女の健康診断
書を見て LDL コレステロール濃度が高いことを確認
した後，血液生化学検査を指示した．それから，食
事制限や他の非薬物的管理について話し合うことも
なく，すぐさまプラバスタチンを処方し，2 週間後
にあらためて来院するよう言った．田中さんはその
日から薬を飲んだ．しかし 1 週間後，ふくらはぎに
筋肉痛を感じ始めた．最寄りの薬局で薬を買った時
にもらった情報シートを見ると，その症状はプラバ
スタチンの副作用である横紋筋融解症によるものか
もしれないことが分かった．彼女は服薬を中止し，
自宅から 30 分のところにある大学病院の外来を訪れ
た．予約なしで受診でき，1 時間待たされたが，自
分の選んだ医師に診察してもらった．

大学の医師は内分泌代謝疾患が専門であったが，
10 分ほど診察した後，服薬を中止し，代わりに向こ
う 3 カ月間入念な食事制限と運動により，LDL コレ
ステロールを下げるよう指導した．3 カ月後，彼女
のコレステロールの数値は改善した．1 時間待ったが，
それだけの価値があったと田中さんは思った．

注：このパネルは，日本の保健医療制度の諸問題を強調する
ための架空の事例であり，日本の医療現場を代表するもので
はない．
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床の空きが出るまで待ちたくない患者や待てな

い患者は，担当医師の出身大学の医局と提携し

ている他の病院へ紹介される．その結果，日本

では入院や外来受診するための待機期間や予算

制約による割り当て配給が社会問題になったこ

とはない．

しかし最近は，医療費を抑制し質を維持する

仕組みがいくつかの理由により成り立たなく

なっている．まず第１に，2009 年 8 月，50 年

以上にわたってほぼ政権の座にあった自由民主

党が選挙で敗北した．民主党による新政権は，

医療費を増やし利益団体（日本医師会など）と

の癒着を断ち切ると公約した．これは，病院が

見つからずに妊婦が死亡した事件を，日本にお

ける「医療崩壊」だとメディアが報道したこと

に対する新政権の反応であった 44, 50．公約を実

現するため，2010 年度診療報酬改定において全

体改定率が 0.19％引き上げられ，日本医師会選

出の中央社会保険医療協議会の委員 3 名全員が

再任されず，外科手術などの入院処置について

選択的に点数が引き上げられた．

第 2 に，医療費を抑制するために使用され

た手法，すなわち項目別改定と診療報酬明細書

の審査はもはや大部分の入院治療には適さなく

なっている．現在，病院の急性期病床の大部分

は，日本版診断群分類（DPC）によって設定さ

れた出来高払いと日額包括支払制度の組み合わ

せにより報酬の支払いを受けている 51．この新

しい支払制度は，出来高払いは基本的に医療費

増大につながると考えた支払者からの圧力によ

り，2003 年に 80 の大学病院と 2 つの国立セン

ターに導入された．しかし，支払者たちがその

目的を達成したかどうかは疑わしい．なぜなら，

病院は出来高払いが適用される外来治療へサー

ビスを移し替え，患者を点数の高いグループへ

コーディングしなおすことができるからだ．診

断群分類情報に基づく病院監査や成果主義報酬

といった新しい手法が，今後開発導入されるこ

とになるだろう．

第 3 に，医師がもっと説明責任を果たすよう，

行動調査）が，この調査によれば，外来治療の

満足度は 1994 年には 48％であったが 2008 年

には 58％に上昇しており，入院治療については

54％から 66％に上昇している 47．診察時間につ

いての患者満足度は低下しているが（2008 年は

48％が満足），病院の外来部門に通院する患者の

外来診察時間の中央値は 8 分であり 48，英国の

プライマリ・ケアで報告されている値とほぼ等

しい 49． 

日本が直面する課題と改革案
日本の医療制度には，２つの対照的な特徴が

ある．診療報酬により支払いの管理を厳密に

行っている一方，サービス体制の構築・提供に

対しては自由放任主義的アプローチを取ってき

た．医療費は，全体改定率を設定し，その上で

特定のサービス・医薬品の項目別価格改定を設

定することで抑制されてきた．報酬点数は通常

引き下げられたが，特定分野で不足が認められ

ると引き上げられ，サービス提供が促された．

病床の設置と拡充は 1985 年以来規制されてい

るが，病院は，任意に機器を購入し，比較的自

由に専門診療科を開設することができる．ほぼ

すべての病院に，専門診療科の予約がなくても

受診できる外来がある．自分が選んだ病院で病
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提供を義務づけられている．これらのデータに

基づき，自発的な品質改善を目的とするベンチ

マークプロジェクトがいくつか立ち上げられて

いる 25．これらを拡張すれば，地域医療計画と

政策評価のための公的データベースになり，ひ

いては資源配分の効率が上がり，医療の質に関

する病院間の競争が促進されるだろう．政府は，

医療の質に関するデータ収集を療養病床にも拡

大すべきである．なぜならば，2006 年以降は

その支払いも患者分類に基づいているからであ

る 53． 

第 2 に，サービスの提供・管理に関する都道

府県の権限を強めるべきである．都道府県知事

は 1985 年から地域医療計画の実施を義務づけ

られているが，病床数の上限設定を除き，ほと

んど進展がない．日本のすべての保険者を都道

府県単位で統合すれば（本特集号の第 2 論文で

詳細な議論が提示されている）12，都道府県は保

健医療の財源調達についてより一層責任を負う

ことになり，医療提供の効率化を求める圧力に

さらされるだろう．胸部外科などのように症例

の集積効果が報告されている専門分野や優れた

実績を挙げている病院については，資源の集中

化を図るべきである．

最後に，日本の医学教育制度を改革して医療

の質を高めるべきである．全医師の 3 分の 1 が

開業医でありプライマリ・ケアに当たっている

ことから，大学医学部は自らの教育研修制度を

見直し，専門医を育てるだけでなくプライマリ・

ケアの教育も行うべきである．大学の医学教育

を所管する文部科学省は，研究実績を柱とする

現在の大学医学部の評価制度を，医療に関する

社会のニーズにどれだけ応えているかも取り込

んだ評価制度へと転換すべきである．大学医学

部という強力な体制側からの反対を乗り越えな

ければならないため，この改革には政治的に強

いリーダーシップが必要となる．

世界への教訓
構造的側面およびプロセス面から評価すると

患者の期待と要求が高まっている．1999 年以降，

患者の死亡につながる過失や医療記録改ざんに

よる医師の逮捕がメディアで広く取り上げられ

ている 52． 2008 年に産科医が全面無罪を勝ち

取って以来，検察はより慎重になっているが，

医師たちは未だに臨床判断の説明・記録を求め

る大きなプレッシャーを感じている．ある研究

によれば，急性期医療を行う大病院の医師およ

び看護師はストレスが増え，報酬が不十分であ

ると感じている 50． 

第 4 に，病院の質を維持しようとする政府の

取り組みでは，看護師の数が問題にされている．

しかし，筆者らの分析によれば，看護師数は，

医師および薬剤師の数とは違って，病院の死亡

率とは関係がなかった．一定の最低水準の数を

満たすことが入院治療の質を確保する前提条件

だろうが，勤務している看護師の技能をどう保

証するか，看護業務をどう組織的に構築するか

のほうが，おそらく重要であろう．

では，日本の医療の質を高めるために何がで

きるのだろうか．医療費抑制と医療の質とのト

レードオフはあったのだろうか．筆者らはそう

は思わない．むしろ医療費抑制策が将来的に撤

回される可能性はないことを考えれば，医療の

質を改善するいくつかの構造改革を勧めたい．

これらの改革を実施すれば，医療への公的資金

投入の増加について，一般市民の支持が高まる

はずである．

まず第１に，診療報酬により支払条件を厳格

に管理する一方で，サービス提供の管理に対し

ては自由放任主義的アプローチをとっている現

在の政策を見直し，サービスの組織化と提供の

方法に対する管理を強めつつ支払要件の柔軟性

を高めていくべきである．これらの変化により，

病院と医師双方の効率が上がり，高品質医療の

提供についてより一層の説明責任を果たすよう

になるだろう．DPC の導入と普及によって，す

でに第一歩が踏み出されている．病院は，より

自由な包括的請求を認められる代わりに，標準

化されたデジタル形式による詳細な臨床情報の
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のバランスが維持されている．2011 年の東日本

大震災の犠牲者を助けようと自発的に取り組ん

でいる姿から分かるように，どちらも人々の医

療ニーズに応えようとしている．構造的側面お

よびプロセス面から評価すると医療の質は不十

分なのに，なぜマクロ的健康指標や入院治療か

ら評価した医療のアウトカムが良好であるのか

という問いに対しては，個々の医師の高い職業

倫理がその説明になりえるだろう．

しかし，一般市民の高まる期待と，自らの生

活の向上を願う医師たちの高まる希望を満たす

には，もはや職業倫理に頼るだけでは十分では

ないだろう．もっと多くの資源を保健医療に割

り当てて欲しいと思うなら，医療の質をモニタ

リングし，医療の質をめぐる競争を高める組織

的な仕組みによって，医師は自らの説明責任遂

行力を高めていかなければならない．特に，ア

ウトカムデータを統合的に収集し，その結果を

広めていくことを，医療専門家と政府は連帯責

任を持って推進していかなくてはならない．
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日本の医療制度の質は多くの問題を抱えてい

るとはいえ，総合的な健康指標は優良である．

2000 年以降医療費抑制圧力が増していったが，

にもかかわらず健康指標は改善し続けているだ

けでなく，患者の満足度評価も上昇し続けてい

る．それぞれの臨床的アウトカムを評価してみ

ると，他の先進国と同等かそれ以上の成績を挙

げている．これらの乖離はどのように説明でき

るのだろうか．

１つの答えは，医療の質の構造的側面および

プロセス面はアウトカムにとってさほど重要で

はない，ということかもしれない．そうだとす

れば，医療政策においては，保健医療サービス

の利用機会の拡充を図ることと，医療費の支払

いによる世帯の貧困化を予防することの２点を，

優先的政策目標とするべきであろう．この点に

関して，外来重視の日本の医療制度はおおいに

成功しており，その最大の要因は診療報酬の規

制にあると考えられる．出来高払いによる支払

いは医療費増加につながると批判されているが，

日本では医療費は診療報酬の全体改定と項目別

改定によって抑制されてきたのである．医療費

を抑制するには，診療報酬よりも総枠予算制や

人頭払制のほうが効果的かもしれないが，これ

らは医師がサービス提供するインセンティブを

促すものではない．日本の診療報酬の設計は、

政策決定者による意図的判断の結果というより

も，これまでの偶然の出来事の結果である．し

かし，支払いを厳格に管理していない国あるい

は主に公営病院に頼っている国では，日本式の

医療費抑制・公平性維持の方法は貴重な教訓に

なりえる．

日本の診療報酬の改定はダイナミックなプロ

セスであり，全体改定率の政治的・経済的環境，

医療提供者間の力の均衡，項目別改定による利

益相反を反映している．そうしたなか，収入は

少なくても自ら研さんしてきた専門分野でキャ

リアを続ける都市部大病院の専門医と，収入は

高いが地方病院に勤務する医師や診療所のプラ

イマリ・ケアに従事する医師との間では，暗黙
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