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医療への市場原理導入論の３０年 

－民間活力導入論から医療産業化論へ 

 
二木 立（日本福祉大学教授・副学長、日本医師会医療政策会議委員） 

 
 「パワーポイントなどは使わない。証拠隠滅型電気紙芝居は嫌いだ。大量のプリント 
  を配布する」（村上宣寛『「心理テスト」はウソでした。』日経ＢＰ社,2005,158頁） 
 
はじめに－「医療への市場原理導入論の30年」を報告テーマに選んだ３つの理由 
○昨年７月の日本学術会議シンポジウムで、医療・健康の社会的格差という視点から国民

皆保険の50年を検討した［1:添付論文１］。同じテーマについて二度話す気力が湧かない

のは「私の悪い癖」（「相棒」杉下右京警部）。 
○医療への市場原理導入論（批判）は、最初の単著『医療経済学』（1985）［2］以来の私

の継続的研究テーマ。 
○これは、国民皆保険の「未来に向けて」の検討でも不可欠。 
 
１．1980年代の医療（の周辺分野）への民間活力導入論の検証 
(1) 主な公式文書の概要 
○民活導入論の先駆け：『80年代の通産政策ビジョン』と『財政百科』(1980年）［3,4］。 
○臨時行政調査会（土光敏夫会長）の諸文書：「基本答申」（1982年７月）～「最終答申

（1983年３月）：財政再建のため医療・社会保障費の抑制と民間活力の活用。 
○民活導入を正面から提起した厚生省の公式文書：「高齢者対策推進本部報告」（1986年）。 
＊「高齢者対策の基本原則」の５つの原則：(5)「民間活力の導入」。 
＊「各施策の改革の方向」の(5)「民間活力の導入、活用」：「これまで公的施策を中心に

提供されてきた福祉や保健医療の分野においても、民間の適切かつ効率的なサービスを併

せて導入することが有効であり、こうしたビジネスの健全育成を図る」。「ア シルバーサ

ービスの健全育成…高齢者がニードに応じた民間サービスを受けられるように、情報提供

を行う体制を確立する。また、寝たきり老人等の介護保険についても民間保険の適正な育

成を図る」、「イ 保健医療分野における民間活力の活用…保健事業において、…健康産業

の育成…を図る」、「ウ 民活法案の検討」。 
○厚生省「国民医療総合対策本部中間報告」（1987年）：民活導入にも少し言及。 
＊「わが国の医療システムについては、その基本である自由開業医制と国民皆保険体制を

国民福祉の上からも今後とも維持していかなければならない」。 
＊「医療サービスの量から質への転換…『必要な医療サービス』は社会保険に基づく給付

を原則としつつ、生活水準の向上などに伴って高まりつつある『快適サービス』について

は、患者のサービス選択の幅を拡大する」。 
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＊「老人ホーム等におけるケアの推進…新たに老人のケア付き住宅についても検討する」。 
＊「在宅介護の推進…民間保険の導入についても検討する」。 
＊「患者サービス等の向上…ニーズの多様化・高度化に対応するため、患者が選択できる

複数メニューの提供を図ることとし、そのための費用負担のあり方を検討するとともに、

病院給食の外部委託の活用を図る」。 
○『厚生白書平成３年版 広がりゆく福祉の担い手たち－活発化する民間サービスと社会参

加活動』（1992年）：第３章「民間サービス」（全35頁）…シルバーサービス、民間医療

保険、医療関連サービス（院内業務委託・支援サービスと在宅医療支援サービス）、健康

増進関連サービス vs  第２章「公的施策」はわずか5頁。 
 
(2) 1980年代の医療への民活導入論の複眼的評価[5-7] 
○中曽根政権が推進した「小さな政府」を目指した「臨調行革路線」の一環：民間活力導

入は、（公的）医療費・医師数抑制政策（「医療費亡国論」）とワンセット。 
＊実際の施策は、医療費・医師数抑制のための「規制強化」が中心。臨調行革路線では「規

制緩和」が強調されたが、医療分野では「規制緩和」はほとんど行われず［7:p.6］。 
○民活導入の対象は医療周辺分野（病院給食等の院内業務委託・支援と在宅医療支援サー

ビス、民間医療・介護保険）に限定され、医療本体は除外された。 
○厚生省の戦略：国民皆保険体制の根幹は維持しつつ、医療の周辺分野から営利化を進め

る。これは同時期にイギリス・サッチャー政権が進めたＮＨＳ改革と酷似［6:p.156]。 
＊「厚生省はアメリカ型医療を直輸入しようとしている」等の批判は誤解。 
 
(3) 1980年代の医療への民活導入論の顛末 
○民間介護保険はほとんど普及せず→2000年に（公的）介護保険制度開始。 
＊一部の厚生省幹部（岡光序次氏）等は、「グリーン車自己負担論」の立場から、1990～
1991年にアメニティ部分をカバーする「第二公的保険」を提唱したが、すぐに立ち消え。 
○健康産業もほとんど育成されず→2006年医療制度改革関連法で、（公的）医療保険が「生

活習慣病対策」を実施。 
○民間医療保険は、がん保険を中心に相当普及。院内業務委託・支援サービスも相当普及。

2000年の介護保険制度開始により、在宅介護サービスへの企業参入が解禁された。 
 
２．1990年代末～小泉政権時代の医療本体への市場原理導入論の検証[8-11] 
(1) 主な公式文書の概要 
○経済戦略会議「最終答申」（1999年）：「医療や介護については、社会的に必要最低限

のサービスをあまねく国民に保障する観点」、「競争原理の導入等を通じて医療コストの

抑制を実現…『日本版マネージドケア』を導入する（＝国民皆保険解体論）…企業による

病院経営の解禁」等。 
＊この前後に、国民皆保険解体論が群発したが、「最終答申」を含めて現実の医療政策に

はほとんど影響を与えなかった。しかも、2001年の小泉政権成立後一気に沈静化[12]。 
○経済財政諮問会議「経済財政運営と構造改革に関する基本方針（骨太の方針）2001」（2001
年６月閣議決定）：①企業による病院経営の解禁、②保険者と医療機関との直接契約（個
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別契約）の解禁、③混合診療の解禁。 
○厚生労働大臣・規制改革大臣「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」（2004年
12月）。 
 
(2) 小泉政権下の医療への市場原理導入（新自由主義的改革）論争の評価と顛末 
○医療本体への市場原理導入（新自由主義的改革）方針の閣議決定は史上初。 
○政府・体制内の医療改革シナリオの分裂が公然化し、政権内外で論争が勃発・継続。 
＊厚生労働省は、一貫して医療への市場原理導入に抵抗（1980年代と異なる）。 
＊私は「21世紀初頭の医療・社会保障改革の３つのシナリオ」を提唱(2001)[8:序章]。 
○医療への市場原理導入の全面実施は（私の予測通り[8:p.64]）挫折。 
＊企業による病院経営の解禁：2003年に小泉首相の裁定で認められたが、①構造改革特区

で、②自由診療の分野、③「高度な医療を提供する病院又は診療所」に限り認めるとの厳

しい条件が付けられ、2006年７月に横浜市に再生医療を用いた美容外科診療所が開設した

だけ。 
＊保険者と医療機関との個別契約：2003年５月に解禁されたが、厳しい条件が義務づけら

れ、現在に至るまでまったく生じていない。 
＊混合診療の解禁：上記両大臣「合意」で全面解禁は否定され、特定療養費制度を拡大し

た「保険外併用療養費制度」により部分解禁→2006年医療制度改革関連法。 
○見落としてならないのは、「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針につ

いて」（2003年３月閣議決定）：診療報酬体系の「基本的な考え方」として、「社会保障

として必要かつ十分な医療を確保しつつ、患者の視点から質が高く最適の医療が効率的に

提供される」ことを明記＝混合診療全面解禁論が依拠する「最低保障」説を否定。 
○安倍・福田・麻生政権では、医療への市場原理の議論がほぼ消失：福田・麻生政権の「社

会保障の機能強化」路線は、自公政権の枠内での政策転換[11:第3章] 
 
３．民主党政権の「医療産業化」論－医療への市場原理導入論の部分的復活 ［13:添付論

文２］ 
(1) 「新成長戦略」（2010年６月閣議決定）の概要－総論と各論の分裂 
○総論：「『強い経済』、『強い経済』、『強い社会保障』を一体的に実現する」、「社

会保障には雇用創出を通じて成長をもたらす分野が数多く含まれており、社会保障の充実

が雇用創出を通じ、同時に成長をもたらすことが可能」。 
○各論：「医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業」化するための具体的施策（混合診

療の拡大、医療ツーリズム、健康関連サービス産業）は医療への市場原理導入。 
※経済産業省「医療産業研究会報告書」は、上記「各論」の補足文書とも言える。 
 
(2)「新成長戦略」・「医療産業化」論の複眼的批判 
○マクロ経済的には、医療は「経済の下支え」で「成長牽引産業」は過大評価。 
＊混合診療の拡大はごく限定的で、「数十億程度のマージナル」な市場拡大 
＊医療ツーリズムの市場予測は超過大、この分野の先進国に太刀打ちできない。 
＊健康関連サービス産業は、1980～1990年代の失敗で決着済み・「デジャヴュ」。 
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○「医療産業化」論の落とし穴：経済学的には医療はもともと「（サービス）産業」。 
＊「医療産業研究会報告書」の「医療産業化」は医療への市場原理導入の言い換え。 
○「新成長戦略」・「医療産業化」論は民主党政権の医療政策の底の浅さと危うさの象徴。 
○ごく一部の先進的医療機関が「新成長戦略」に沿った取り組みを行うことは可能だが、

それが医療の営利化・企業化の呼び水にならないよう、細心の注意が必要。 
 
４．医療経済・政策学からみた医療への市場原理導入論の複眼的評価 
(1) 私の研究の原点は「医療における民活導入と医療経済への影響」（1986年）[14:添付

論文３］ 
○民活の区分：医療保障面での民活と医療供給面での民活。後者は、伝統的民活＝既存の

民活医療機の活性化と新しい民活＝一般の営利企業の医療への参入に区別する必要。しか

し、最近の民活導入論では一般の営利企業の医療への参入のみが注目され、医療関係者も

過剰反応。 
○私の判断：直接的医療サービスの提供は今後も民間医療機関主体で行われた方が効率的

で、この分野に営利企業が参入する余地はほとんどない。しかし、企業が「規模の経済」

等が働く医療の間接分野に限定的に参入することは医療効率化にとっても有用。 
○営利企業の医療への参入可能性の予測：日本型「医療産業複合体」（レールマン）の形

成、病院周辺業務の外注化、高所得層対象のニュービジネス。しかし、アメリカ流の株式

会社制病院チェーンや在宅医療の企業化は発展しない。 
○新しい民活の社会経済的帰結：①公費から私費へのシフト、②社会的総費用の増大、③

支払い能力に基づく医療格差。 
(2) 医療への市場原理導入が医療費に与える影響についての実証研究と経験則 
○アメリカにおける膨大な実証研究で、株式会社制病院チェーンによる医療費抑制効果は

完全に否定されている（遠藤久雄[15]）。 
○私的医療保険の拡大により総医療費がさらに増加することも、先進国の経験則[16]。 
(3)私の「新自由主義的医療改革の本質的ジレンマ」論（2004） 
○「企業の市場化・営利化は、［個別］企業にとっては新しい市場の拡大を意味するの反

面、医療費増加（総医療費と公的医療費の両方）をもたらすため、（公的）医療費抑制と

いう『国是』と矛盾する」[9:p.21]。 
○これが、小泉政権の下でさえ、新自由主義的医療改革の全面実施が挫折した経済的理由。 
○民主党政権でもこのジレンマは続いており、新自由主義的改革の全面実施はありえない。 
(4)「医療の企業化」は複眼的に把握する理解する必要がある－私が一番強調したいこと 
○川上武・他(1991)[17]：「医療の企業化」には「企業の医療への参入と、企業家的医師

の活動範囲の拡大」の両方を含む。 
○アメリカのGrayも同じ認識(1991)[18]：「医療倫理の最大の脅威は営利企業の参入その

ものではなく、企業家的に行動する意志や非営利病院が増えていることである」。 
○私の主張（1991）［19:p.148］：日本医師会を中心とする「医療団体・医療機関は、今後、

『医療の公共性』を守る立場から、①一般の営利企業の医療への中核部分への個別の参入

を阻止するだけでなく、②一部の医師や病院の営利的行動や単なる営利目的の『企業化』

にも厳しい監視の目を向ける必要がある」。 
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おわりに－国民皆保険の未来に向けて：私の「客観的」将来予測と価値判断 
○今後も「医療・社会保障改革の３つのシナリオ」の対立は継続し、混合診療全面（原則）

解禁論等、医療への市場原理導入論はゾンビのように復活する[20]。 
＊しかし、医療への市場原理導入の全面実施はありえず、日本の医療制度の２つの柱（国

民皆保険制度と非営利医療機関主体の医療提供制度）は、今後も維持される。 
○医療への市場原理導入がめざす「二段階医療」化は、日本社会の統合性・安定性を損な

う。公的医療費の拡大による日本医療の質の引き上げと医療へのアクセスの確保は、国民

皆保険制度を守るだけでなく、日本社会の安定性・統合性を維持・向上させる上でも不可

欠［7:p.154,156］。 
○しかし、そのためには、社会保険料を主財源、消費税を含む補助的財源とする長期的な

医療費財源を確保する必要がある（詳しくは、[11]）。. 
 
文献  （＊をつけた４論文は『民主党政権の医療政策』勁草書房,2011.2.10所収） 
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での報告」『文化連情報』No.390,2010.＊［添付論文１］ 
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15)遠藤久雄「医療と非営利性」『講座＊医療経済・政策学 第３巻』勁草書房,2006. 
16)The OECD Health Project: Private Health Insurance in OECD Countries, OECD, 2004. 
17)川上武・小坂冨子『医療改革と企業化』勁草書房,1991. 
18)Gray BH: The Profit Motive and Patient Care - The Changing Accountability of 
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［御案内］ 

二木立『民主党政権の医療政策』（勁草書房,2011月2月10日発行,2400円＋税） 

 
はしがき 
第１章 政権交代と民主党の医療政策 
 第１節 2009年の政権交代の意味－イギリス・アメリカ・韓国の政権交代とは異質 
 第２節 民主党の総選挙マニフェストの医療政策－実は自民党との差は小さかった  
 第３節 鳩山政権の医療政策－公約違反と「政治主導」による混乱 
 第４節 菅政権の「新成長戦略」の医療政策の複眼的評価 
 第５節 民主党政権の今後の医療政策－不確定で流動的だが「抜本改革」はない 
第２章 民主党政権の医療政策の逐次的検証 
 第１節 民主党政権の医療政策とその実現可能性を読む 
  第２節 民主党政権の医療改革手法の危うさ 
  第３節 2010年診療報酬改定報道の３つの盲点 
  第４節 参院選後の医療政策の見通し 
  第５節 「新成長戦略」と「医療産業研究会報告書」を読む 
  第６節 医療ツーリズムの市場規模の超過大表示 
第３章 民主党政権下の混合診療原則解禁論争 
  第１節 混合診療に係る高裁判決と全面解禁論の消失 
 第２節 混合診療原則解禁論の新種「ビジネスクラス理論」を検証する 
  第３節 行政刷新会議ＷＧが投じた混合診療原則解禁論の変化球 
  第４節 「保険外併用療養の範囲拡大」はごく限定的にとどまる 
  第５節 混合診療原則解禁論はなぜゾンビのように復活するのか？ 
  補論  国民皆保険解体論の系譜とその顛末 
第４章 政権交代と今後のリハビリテーション医療 
 第１節 前政権の医療・介護政策から今後のリハビリテーション医療を予測する 
 第２節 民主党（政権）の医療政策から今後のリハビリテーション医療を予測する 
 第３節 今後のリハビリテーション医療についての２つの選択 
第５章 自公政権末期の医療改革提案批判 
  第１節 財政制度等審議会「建議」の医療改革方針を読む 
  第２節 医療提供の仕組みを国が統制してはいけない 
第６章 医療費抑制政策の検証と改革提言、川上武氏の業績 
  第１節 日本における医療費抑制政策の転換と財源論争 
  第２節 医療・健康の社会格差と医療政策の役割 
  第３節 川上武先生の医療政策・医療史研究の軌跡と現代的意義 
初出一覧 
あとがき 
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［添付論文１］ 

医療・健康の社会格差と医療政策の役割 

－日本学術会議市民公開シンポジウムでの報告 

（『文化連情報』2010年月９月号（390号）：14-21頁） 
 
 本稿は、医療経済・政策学の視点から、日本の医療保障政策（以下、医療政策）の歴史

に沿って、「医療・健康の社会格差と医療政策の役割」について、以下の４つの柱立てで

述べます。 
 まず、第二次大戦前から１９７０年代までの医療政策を簡単に振り返り、「病気と貧乏

の悪循環」（本シンポジウムの表現を用いると、「健康の社会格差」）を断ち切ることが、

日本の医療政策の原点の１つであったことを指摘します。次に、１９８０年代以降四半世

紀も続けられた厳しい医療費抑制政策により、国民皆保険制度の下でも医療受診の抑制と

無保険者が生まれたことを指摘します。第３に、小泉政権時代の医療政策の２つの特徴を

述べ、同政権下で行われた混合診療解禁論争では、それまでの医療政策ではタブーであっ

た医療格差導入が公然と主張されたことを指摘します。最後に、今後の医療政策の対立軸

を示し、医療格差を縮小するための私の５つの改革提案とその実現可能性について述べま

す。 
 なお、本シンポジウムの主題は「健康の社会格差」ですが、日本では医療政策の変化（特

に医療給付率の変化）が健康の社会格差に与える影響についてのデータ・実証研究はほと

んどないため、健康の社会格差の「代理変数」として医療受診の格差（医療格差）を用い、

この間の医療政策の変化が医療格差に与えた影響を検討します。 
 
１．「病気と貧乏の悪循環」を断ち切ることは日本の医療政策の原点の１つだった 
 まず、第一の柱について述べます。医師で医事評論家の故川上武先生は、名著『現代日

本病人史』で次のように述べました。「病気を病人の側にたってみようとすると、病気の

原因究明（診断）とその除去（治療）の技術進歩とならんで、病気の発生→悪化を社会（病

人のおかれた状況）との関連でみる視角が絶対必要になってくる」(1)。 
  事実、日本で最初に成立した医療保障法と言える旧健康保険法（１９２２年成立、実施

は１９２７年）と旧国民健康保険法（１９３８年）は、この視角から、それぞれ労働者、

農民が病気の罹患により貧困化することの予防、「防貧」を目的としていました。ただし、

旧国民健康保険法には、当時進められていた中国侵略戦争遂行のための「健兵健民政策」

の側面もあったことも見落とせません。 
 第二次大戦後に進められた医療保障制度の拡充政策でも、「病気と貧乏の悪循環」を断

ち切ることが目指されました。そして、新国民健康保険法（１９５８年）では、第１条で

「この法律は（中略）社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と高ら

かにうたわれました。これは憲法第２５条の生存権規定を具体化したものです。 
 この新国民健康保険法を基礎にして、１９６１年には国民皆保険制度が達成されました。

しかし、各医療保険制度は職業・社会階層別に分断された「モザイク」であったため、医
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療給付面でも、保険料負担面でも、大きな格差が存在しました。特に大きな格差は、健康

保険本人（１０割）と国民健康保険（５割）間の２倍もの給付率格差でした。そのため、

国民皆保険制度成立直後の１９６０年代前半には、健康保険本人と国民健康保険、健康保

険家族間だけでなく、年齢階級間にも大きな医療受診格差がありました。 
 ６５歳以上の高齢者の「有病率」が現役世代より高いのは時代を超えた自然現象と言え

ますが、１９６０年には、６５歳以上の高齢者（大半が国民健康保険加入）の医療機関「受

療率」は現役世代（健康保険本人が多い）のそれを大幅に下回っていました。同年の６５

～７４歳の受療率（人口１０万対）は４３１７であり、現役世代のうちもっとも受療率が

高かった４５～５４歳の６１２１より、３０％も低かったのです（厚生省「患者調査」）。 
 しかし、１９６０年代～７０年代前半には医療給付が順次拡充されました。１９６８年

にすべての国民健康保険の医療給付率が７割となり、さらに１９７３年の「福祉元年」に

は、国レベルでの老人医療費無料化、高額療養費制度の新設、健康保険家族の医療給付率

７割化が実現しました。それにより、医療保険間の受療率格差はほとんどなくなり、高齢

者の受療率も急増しました。 
 同じ期間に、日本人の平均寿命も急上昇しました。１９６０年の日本人の平均寿命は男

女とも主要先進国より数歳短かったのですが、１９６０～７０年代に急上昇して、１９８

０年代前半には世界最高水準に達しました。これの要因は多様ですが、医療保険の拡充も

大きく寄与したことは確実です。 
 
２．1980年代以降の「世界一」の医療費抑制政策で受診抑制と無保険者が発生した 
 しかし、１９８０年代前半に自民党の中曽根政権は財政再建を錦の御旗にして厳しい医

療費抑制政策を開始し、この流れを逆転させました。この政策は、その後四半世紀も続け

られ、私は「世界一」厳しい医療費抑制政策と呼んでいます(2)。医療費抑制政策は、医療

機関に支払われる診療報酬の事実上の凍結と患者負担の拡大（医療給付率の引き下げ）に

よる医療受診の抑制を２つを柱にしていました。 
 
患者負担の拡大と低所得労働者の受診抑制 
 患者負担の拡大については、まず１９８３年に実施され老人保健法により、老人医療費

の無料化が廃止されて定額負担が導入されました。老人保健法はその後数次の改正を経て、

２００２年には原則１割負担（「現役並み所得者」は２割負担）となり、さらに２００６

年には現役並み所得者は３割負担となりました。次に１９８４年の健康保険法等「抜本改

正」により、それまで１０割給付だった健康保険本人に１割の自己負担が導入され、それ

が１９９７年には２割、２００３年には３割に引き上げられました。 
 １９８４年には国民健康保険法も改正され、国民健康保険国庫補助率が従来の医療費ベ

ースで４５％から給付率ベースで５０％（医療費ベースでは約３５％）へと大幅に引き下

げられました。そのため、これ以降、国民健康保険保険料の急騰が始まり、それに伴い医

療保険料滞納世帯数が増加し始めました。 
 健康保険本人の１割負担導入は、一見わずかな負担増に見えますが、低所得労働者には

大きな打撃となりました。具体的には、旧日雇い労働者健康保険加入者の受診率は、１割

負担導入直後に急減しただけでなく、制度改正１年後にもマイナス１８．５％に達してい
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ました(3)。この受診率低下は健康保険全体の本人の制度改正１年後の受診率低下（マイナ

ス４．７％）のなんと３．９倍でした。 
  なお、馬場園明氏（現・九州大学大学院教授）は、健康保険本人を対象として、「患者

自己負担増と所得効果」の関係や「慢性疾患の受診に関する患者自己負担増の影響」につ

いて重回帰分析を用いた精緻な研究を系統的に行っており、注目に値します(4)。それによ

り、１９９７年の２割負担導入後、標準報酬月額が低い被保険者ほど受診率低下が大きか

ったこと、同じく２割負担導入後、高血圧症や糖尿病患者の永続的な受診率低下が生じた

こと等が実証されています。 
 
資格証明書交付による事実上の無保険者の発生 
 しかし医療給付率の引き下げよりももっと重大な受診抑制をもたらした政策は、国民健

康保険保険料の１年以上の長期滞納者への「国民健康保険被保険者資格証明書」（以下、

「資格証明書」）交付です。これは、１９８６年の国民健康保険法改正で、保険料滞納世

帯対策として導入されました。当初は「できる規定」でしたが、２０００年には「義務規

定」化されました。資格証明書を交付された世帯は形式上は引き続き国民健康保険に加入

していますが、医療機関受診時に医療費の全額を負担しなければならないため、事実上の

無保険者と言えます。 
 資格証明書交付世帯数は、資格証明書の交付が義務化された２０００年の９万６８４９

世帯から、２００６年には３５万１２７０世帯へと、わずか７年間で３．６倍化しました。

２００７年にはやや減少しましたが、それでも３４万２８５世帯です。厚生労働省も国保

中央会も資格証明書交付世帯の実態調査を行っていないのに対して、全国保険医団体連合

会（保団連）は２０００年以降、毎年、独自に資格証明書交付世帯の受診率調査を行って

います。最新の２００７年調査によると、資格証明書交付世帯の平均受診率（データの得

られた４５都道府県の単純平均）は国民健康保険の一般被保険者の平均受診率のなんと５

３分の１でした(5)。 
 
文字通りの無保険者も存在 
  資格証明書交付世帯は形式上は国民健康保険に加入していますが、それ以外に、文字通

りの無保険者（どの医療保険にも未加入である者）も相当数存在すると言われています。

これの実態はまったく不明ですが、その一端を推察することは可能です。 
 例えば、厚生労働省「社会福祉行政業務報告」によると、生活保護の新規受給者中、受

給開始時の医療保険「未加入」・「その他」の割合は２００８年で３１．８％です。意外

なことに、この割合は１９９８年からほとんど変わっておらず、後藤道夫氏は、国民皆保

険の「底抜け」状態は、小泉政権の「構想改革」より前から存在していたと指摘していま

す(6)。 
 後藤氏はさらに厚生労働省「国民生活基礎調査」等を用いて、「保険診療を受けるのに

困難を抱えた」１４歳以下の子どもが２００７年に２１万人もいると推計し、これは厚生

労働省が公式に発表した資格証明書交付世帯の子ども３．３万人（２００８年）よりはる

かに多いと主張しています(6)。 
 もう１つ文字通りの無保険者が相当数存在することを示唆する資料は、全日本民医連「２
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００９年国民健康保険などの死亡事例調査報告＜第４回＞」です。それによると、２００

５～２００９年の５年間に確認された「無保険もしくは短期・資格証明書交付により病状

が悪化し死亡したと考えられる」１１９事例のうち、文字通りの無保険者は５５．４％で、

過半数を超えていました(7)。 
 
３．小泉政権時代の混合診療解禁論争では医療格差導入が公然と主張された 
 第三に、小泉政権時代の医療政策の特徴を簡単に述べ、同政権下で行われた混合診療解

禁論争では、それまでの医療政策ではタブーであった医療格差導入が公然と主張されたこ

とを示します。 
 
医療受診抑制の広がり 
 ２００１年４月から２００６年９月まで５年半も続いた小泉政権の医療政策には２つの

特徴があります。１つは伝統的な医療費抑制・患者負担増加政策がさらに強化されたこと

です。その結果、日本は２００４年には主要先進国（Ｇ７）のうち医療費水準（対ＧＤＰ

比）は最低だが、患者負担割合（対総医療費）は最高という、大変歪んだ医療保障制度を

持つ国になりました(8)。 
 １９９０年代まではごく一部の低所得層に限定されていた医療受診の抑制も広がったと

言えるようです。例えば、国立社会保障・人口問題研究所「２００７年社会保障実態調査」

によると、過去１年間健康ではなかったが医療機関を受診できなかった世帯は２．０％存

在し、そのうち１４．２％が健康保険に加入していないため、３８．４％が自己負担の割

合が高いなど経済的な理由をあげていました(9）。日本医療政策機構「日本の医療に関す

る２００７年世論調査報告」では、「過去１年間具合が悪いところがあるのに費用がかか

るという理由で医療機関に行かなかったことがある」との回答が２６％にも達しており、

しかもこの割合には経済力による大きな格差がありました（低所得・低資産層で４０％、

高所得・高資産層では１６％）(10)。両調査の結果はかなり違いますが、その理由は不明

です。 
 
混合診療解禁論争と医療格差導入の主張 
 小泉政権の医療政策のもう１つの特徴は、医療分野への市場原理導入が図られたことで

あり、特に２００４年には、小泉首相の直接の指示を受けて、混合診療解禁論争が活発に

繰り広げられました（以下、(8):46-50頁）。その最大の論点は、一部のマスコミが主張す

るような混合診療解禁そのものの是非ではなく、混合診療の全面（原則）解禁か現行の部

分解禁の維持・運用改善かでした。そして、この対立は、公的医療保険の給付水準につい

ての理念の根本的対立（「最低水準」対「最適水準」）に根ざしていました。 
 具体的には、混合診療全面解禁論者は医療保険給付の「最低水準」説に立ち、患者の支

払い能力による医療格差導入を正面から主張しました。主な論者の主張は以下の通りです。

まず「ミスター規制改革」と言われた八代尚宏氏は、保険診療で「生命にかかわる基礎的

な医療は平等に保障されたうえで、特定の人々だけが自費負担を加えることで良い医療サ

ービスを受けられる」ようにすることを主張しました。八代氏の共同研究者である鈴木玲

子氏も「基礎的な医療サービスは公的保険で確保するとともに」「高所得者がアメリカ並
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みに自由に医療サービスを購入するようになる」と主張しました。さらに、宮内義彦氏（規

制改革・民間開放推進会議議長）は、「［混合診療は]国民がもっとさまざまな医療を受け

たければ、『健康保険はここまでですよ』、後は『自分でお支払いください』という形で

す。金持ち優遇だと批判されますが、金持ちでなくとも、高度医療を受けたければ、家を売って

でも受けるという選択をする人もいるでしょう」とまで、言い切りました（３人の発言のゴチ

ックは二木）。 
 それに対して、混合診療全面解禁の反対者（部分解禁の維持・運用改善論者）は医療保

険給付の「最適水準」説に立ちました。これは、世界と学会の通説であるだけでなく、意

外なことに小泉政権も閣議決定でこれを公式に認めました。具体的には、２００３年３月

閣議決定「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」では、「社会保障とし

て必要かつ十分な医療を確保しつつ、患者の視点から質が高く最適の医療が効率的に提供

される」とされました。 
 なお、上述した１９８４年の健康保険法等「抜本改革」を主導した吉村仁保険局長（当

時）は、医療関係者には「医療費亡国論」で有名（悪名高い？）ですが、同氏は、この法

改正の国会審議では、今後も「必要にして適正な医療というものを保険の中に取り入れて

いく」とも答弁 していました（１９８４年６月２８日衆議院社会労働委員会）。 
 そして、このような混合診療解禁論争の背景には、医療の「公平」観の対立があります。

具体的には、全面解禁論者にとっての「公平」な医療とは、市場メカニズムに従って需要

・供給が決められる医療であり、支払い能力に基づく医療格差は当然とされ、逆に混合診

療禁止は高所得層の医療需要を抑制するため「不公平」と見なされるのです。これは、小

泉政権時代に小泉首相が先頭になって主張した格差是認論の医療版と言えます。 
 しかし小泉政権時代にさえ混合診療の全面解禁は否定され、その後の自公政権もそれを

踏襲しました。やや意外なことに、昨年９月の政権交代による民主党政権成立後、混合診

療原則解禁論者が「復活」し、その主張が政府文書にも部分的に反映されるようになって

います。具体的には、行政刷新会議「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書」（６

月１５日）、経済産業省「医療産業研究会報告書」（６月３０日）等です(11)。ただし、

現時点では、混合診療の拡大（公式表現は「保険外併用療養の範囲拡大」）は先進医療等

ごく限定的にとどまっています(12)。 
 
４．医療格差を縮小するための私の改革提案とその実現可能性 
 最後に今後の医療政策の対立軸と医療格差を縮小するための私の提案、およびそれらの

実現可能性について述べます。 
 私は、小泉政権～民主党政権の医療政策を踏まえると、今後の医療政策の究極的・理念

的対立軸は、公的医療費の総枠を拡大しつつ医療の「平等消費」を促進して、健康の社会

的不平等を縮小するのか、それとも公的医療費抑制と混合診療原則解禁により、医療の「階

層消費」を促進して、健康の不平等が拡大するのを容認するかにあると思います。後者は、

新自由主義的医療改革と言えます。ただし、現実の政治的・経済的条件を考えると、新自

由主義的医療改革が全面的に実現する可能性はほとんどなく、両者の中間的政策が導入さ

れる可能性が大きいと思います。 
 私自身はもちろん前者の立場であり、そのために以下のような５つの改革が必要だと考
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えています。これは、公平で「良質で効率的な医療」を目指した改革の一環です。本稿の

今までの記述はほとんど私の事実認識でしたが、この改革提案のみは私の価値判断です。

ただし、それらの実現可能性についての私の「客観的」将来予測もあわせて行います。 
 
社会保険料を主財源とする公的医療費拡大 
 第１の、そしてもっとも重要な改革は、公的医療費の総枠拡大のための財源を確保する

ことです(13)。一般には、医療・社会保障費の財源としては消費税が真っ先に上げられま

すが、私は日本の現行の医療保障制度が社会保険を主体としており、しかも与野党を問わ

ずすべての政党が「国民皆保険制度の維持（堅持）」を主張している以上、主財源は社会

保険料であり、公費（消費税、所得税・企業課税等）は補助的に用いるべきと考えます。 
 社会保険料引き上げの中心は、他の医療保険に比べて低すぎる組合管掌健康保険の保険

料（特に国際的にみて非常に低い事業主負担分）の引き上げです。この改革に対しては、

大企業経営者だけでなく大企業の労働組合等も強く反対しており、「壁」が厚いのは事実

です。しかし、それを突破しない限り、公的医療費抑制政策を根本的に転換することはで

きません。 
 
国民健康保険制度の改革－資格証明書には「風穴」 
 第２は国民健康保険制度の改革であり、その柱は①国庫補助率の引き上げ（最低限、１

９８４年の健康保険法等「抜本改革」前の水準への復元）、②保険料の「応能負担」化と

低所得者の保険料の大幅減免、および③資格証明書交付の廃止の３つです。現在の財政危

機を考えると①の実現はすぐには困難と思いますが、③の実現可能性はかなりあると思い

ます。 
 なぜなら、以下の改革・対応により、資格証明書交付にはすでに「風穴」が開いている

からです。まず、２００８年１２月の国民健康保険法改正により、２００９年４月から資

格証明書交付世帯のうち中学生以下の子ども（約３．６万人）に対して無条件で短期保険

証が交付されることになりました。さらに本年５月の同法再改正により、７月からは、短

期保険証の対象は高校生世代（１８歳以下。約１万人）にまで拡大されました。 
 ２００８年４月に施行された後期高齢者医療制度では、条文上は、それまで資格証明書

の交付が禁止されていた保険料を滞納した後期高齢者にも資格証明書が新たに交付される

ことになりましたが、２００８年６月の政府（福田政権）・与党の後期高齢者医療制度見

直し策により、「資格証明書の運用に当たっては、相当な収入があるにもかかわらず保険

料を納めない悪質な者に限って適用する」とされました。 
 さらに麻生政権は、２００９年１月２０日、国民健康保険料が払えず資格証明書を交付

された世帯についても、医療の必要性が生じ、世帯主が市町村の窓口で医療機関への医療

費の一時払いが困難だと申し出た場合は、「保険料を納付することができない特別な事情

に準ずる状況にある」として、短期保険証を発行する方針を閣議決定しました（小池晃参

議院議員の同年１月８日の「質問主意書」に対する政府答弁書）。 
 
保険者間の財政調整－民主党の公約にも含まれる 
 第３は、現在は高齢者医療制度に限定されている、財政基盤の異なる保険者間の財政調
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整の拡大です。実はこれは、民主党の昨年の総選挙公約（「医療政策（詳細版）」）に、

「医療保険制度の一元的運用」の一環として、以下のように掲げられていました。「わが

国の医療保険制度は国民健康保険、被用者保険（組合健保、協会けんぽ）など、それぞれ

の制度間ならびに制度内に負担の不公平があり、これを是正します」。私は、民主党政権

成立直後に、これを「現行制度の枠内での部分改革として大きな意味をもってい」ると評

価しました(14)。 
 残念ながら、民主党政権成立後、これの検討はまったく行われていませんが、今後民主

党政権が「医療保険の一元的運用」に本格的に取り組んだ場合には、実現する可能性があ

ります。 
 
患者の自己負担割合の引き下げ 
 第４は、現行の原則３割の自己負担率の引き下げであり、私は究極的には全保険での患

者負担の無料化を目指すべきと思います。これは医療受診格差を改善するために決定的に

重要な改革ですが、１９８０年代以降の患者負担拡大政策を１８０度逆転するものであり、

実現のハードルは高いと言わざるを得ません。ただし、日本医師会は「医療崩壊から脱出

するための緊急提言」（２００９年５月）の中で、「経済的理由による受診抑制」を防ぐ

ために、外来患者一部負担割合の２割への引き下げを主張するとともに、そのために追加

的に必要な給付費は約８５００億円と試算しており、注目されます。 
 自己負担の引き下げに対しては、それが患者の「モラルハザード」を誘発して、「無駄

な受診」を拡大するとの反対論が必ず出されます。自己負担の引き下げによって受診率が

上昇することは確かですが、私の知る限り、その受診率上昇が「無駄な受診」であること

を実証した研究は国際的にもありません。逆に、有名なアメリカのランド医療保険実験で

は、自己負担の引き上げにより「不適切な入院」（いわば「無駄な入院」）のみを選択的

に抑制できないことが実証されています(15)。この実験では、自己負担の引き上げにより

入院率は下がりましたが、入院患者のうち医学的に見て「不適切な入院」と判定された患

者の割合は変わらなかったのです。 
  患者の自己負担の引き下げに対しては、「負担能力に応じた適切な負担」の視点から、

自己負担率は患者の所得水準別にすべきとか、支払い能力のある高所得者の自己負担は逆

にもっと引き上げるべきとの別の反対論も聞かれます。しかし、私は、「負担能力に応じ

た適切な負担」は保険料・租税負担に適用される原則であり、患者負担について適用すべ

きではないと考えています(16)。 
 
高額療養費制度の改善 
 第５は高額療養費制度の改善であり、その柱は①現物給付の対象を現行の入院医療だけ

でなく外来医療にも拡大すること、および②３つの治療法と疾患（人工腎臓を実施する慢

性腎不全等）に限定されている「特定疾病」（患者の自己負担額が月額１万円に軽減）の

対象を拡大することです。 
 この点については、（がん）患者団体の強い要望に基づいて、社会保障審議会医療保険

部会でも７月１４日から検討が開始されています。この改善に対してはマスコミも好意的

であり、しかも健康保険法改正によらず同法施行令改正や新たな保険局長通知により実施
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できるので、５つの改革の中では一番実現可能性が高いと言えます。 
 なお、阿部彩氏の、医療格差を縮小するための「医療費軽減制度の設計」提案は非常に

緻密で参考になりますので、御一読をお薦めします(17)。 
［本稿は、７月３０日に開催された日本学術会議市民公開シンポジウム「健康の社会格差

－今、多様な知を結集し、すべての人々に生きやすい社会を」（主催：日本学術会議基礎

医学委員会・健康・生活科学委員会合同パブリックヘルス科学分科会）での同名の報告に

加筆補正したものです。］ 
 
【補注】アメリカでは医療保険の健康改善効果が実証されている 
 日本では、国民健康保険資格証明書交付世帯（事実上の無保険者）や文字通りの無保険

者の健康状態の悪化については、本文で紹介した民医連の「事例調査」等があるだけで、

大規模な実態調査（量的調査）は行われていません。それに対して、４７００万人もの無

保険者が存在するアメリカでは、医療保険（自己負担）の有無による健康状態の違いにつ

いての実証研究が少なくありません。 
 もっとも初期の調査（しかもランダム化比較試験）は、本文でも紹介したランド医療保

険実験で、自己負担がない医療保険では、低所得者や調査開始時にすでに慢性疾患を有し

ていた人々（ハイリスク群）の死亡確率が有意に低下することが実証されました(18)。 
 ただし、この実験では、死亡確率の低下は調査対象（成人）全体では認められませんで

した。しかし、２００８年に発表された「医療保険［の有無］が成人の［医療］利用と［健

康］アウトカムに与える因果効果：アメリカの研究の体系的文献レビュー」(19)では、医

療保険は低所得者だけでなく、成人全体の健康を改善することが確認されました。しかも、

医療保険の効果は特に、医師サービスの利用、予防サービスの利用、健康の自己評価、事

故や疾病による死亡率で大きいことも明らかにされました。なお、この文献レビューは、

PubMed等３つの文献データベースを用いて、1991年以降発表された研究で、非老人を対象

とし、無保険者群と医療保険加入群の差を、縦断的コホート研究・操作変数分析・擬似実

験計画法のいずれかで検討している実証研究論文14（ただしランダム化比較試験はなし）

を抽出して詳細な分析を行っており、現時点での「決定版」と言えます。 
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［添付論文２］ 

「新成長戦略」と「医療産業研究会報告書」を読む 

（『日本医事新報』No.4504(2010年８月21日）:89-92頁） 
 
一見矛盾する２つの文書 
 菅直人内閣は政権発足直後の６月１８日、「新経済成長戦略」を閣議決定しました。そ

れは、従来の「公共事業中心の経済政策」と「行き過ぎた市場原理に基づき、供給サイド

に偏った経済政策」を共に否定し、「第三の道」として、「『強い経済』、『強い財政』、

『強い社会保障』を一体的に実現する」ことを掲げました。そして、今後成長が期待され

る７つの戦略分野の１つに「ライフ・イノベーション」を位置づけ、「医療・介護・健康

関連産業を成長牽引産業へ」することを打ち出しました。 
 それに対して、６月３０日に発表された経済産業省「医療産業研究会報告書」（以下、

「報告書」）は、「強い社会保障」には一言も言及しないだけでなく、逆に「公的保険制

度の枠外の自由な市場での資本蓄積や技術革新の基盤整備を実現し、自律的な成長を可能

とする」「医療の産業化」を提唱しました。 
 一見すると、この２つの文書の総論・戦略は正反対であり、「報告書」は閣議決定違反

とさえ思えます。しかし、両文書の各論には共通点が非常に多く、「報告書」は「新成長

戦略」の医療政策部分の補足文書とも言えます。 
 本稿では、まず、医療・社会保障の経済成長効果が限定的であることと「報告書」の「産

業」の定義が恣意的であることを示します。次に、混合診療の拡大、医療ツーリズム、「健

康関連サービス産業」・「医療生活産業」の３つについて個別に検討し、「医療の産業化」

による経済成長効果はごく限定的であることを示します。 
 
医療は「経済の下支え」で「成長牽引産業」は過大評価 
 まず、「新成長戦略」の医療・介護・健康関連産業を「成長牽引産業」とする位置づけ

には無理があることを指摘します。 
 私は、「新成長戦略」が、従来、「社会保障は、少子高齢化を背景に負担面ばかりが強

調され、経済成長の足を引っ張るものと見なされてきた」ことを否定し、「社会保障には

雇用創出を通じて成長をもたらす分野が多く含まれており、社会保障の充実が雇用創出を

通じ、同時に成長をもたらすことが可能である」と１８０度政策転換して、「年金、医療、

介護、各制度の立て直しを進める」としたことは、高く評価します。 
 事実、医療・介護・福祉の産業連関分析では、以前から、社会保障関係事業（医療、保

健衛生、社会福祉、介護、社会保険事業）の「生産波及効果」は全産業平均より高く、「雇

用誘発効果」はどの産業よりもはるかに高いことが、計数的に示されてきました（医療経

済研究機構『医療と福祉の産業連関による分析研究報告書』2004）。２００５年の産業連

関表を用いた最新の分析でもそのことが再確認されています（『医療と介護・福祉の産業

連関に関する分析研究報告書』2010）。 
 しかし、ここで注意しなければならないことが２つあります。１つは、産業連関分析は

あくまで「短期的」推計であり、医療・社会保障の「長期的」経済成長効果は不明である
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こと、もう１つは「短期的」効果を実現するためにも、相当の公的費用（税・保険料）の

投入が必要なことです。 
 私は、財源を確保した上で、医療・社会保障分野に公的費用を大量に投入し続けること

に賛成ですし、それにより長期的にみても、ある程度の経済成長を持続できると思います。

しかし、医療・社会保障が「成長牽引産業」化するとまでは考えにくく、私の知る限り、

その具体的根拠・推計を示した研究もありません。 
 上述した『医療と介護・福祉の産業連関に関する分析研究報告書』も、「医療サービス

活動の拡大は、国民の医療ニーズの増加に応えるのみならず、国内経済の下支えをする効

果がある」（18頁）と「控えめ」に述べています。早くから「積極的社会保障政策」を提

唱してきた権丈善一氏（慶應義塾大学教授）も、同様に、次のように主張しています。「公

的医療費・介護費の増加は消費の底上げに寄与するが、技術革新などのイノベーションに

比べれば成長のダイナミックさに欠けるのは事実だ。しかし現下の不完全雇用経済ではそ

の効果は十分にある」（『週刊東洋経済』６月12日号:90頁）。意外なことに、菅首相の経

済政策のブレーンと言われている小野善康氏（大阪大学教授）も、「医療・介護が成長分

野というのは、菅さんの政治的な見識だろう。（中略）そもそも何が成長産業であるか、

確定的に判別できることなどない」と明言しています（「読売新聞」６月11日朝刊）。 
 
「報告書」の「産業」の定義は恣意的 
  次に、「報告書」の「産業」の定義がきわめて恣意的であることを指摘します。 
 国際的にみると「産業」の定義はいくつかありますが、日本では、次の「日本標準産業

分類の一般原則」の第１項「産業の定義」が用いられるのが一般的です。「産業とは、事

業所において社会的な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべて

の経済活動をいう。これには、営利的・非営利的活動を問わず、農業、建設業、製造業、

卸売業、小売業、金融業、医療、福祉、教育、宗教、校務などが含まれる」。 
 この定義に基づけば、医療は当然産業であり、「医療の産業化」という表現は同義反復

です。ところが、「報告書」は、一方でこの「日本標準産業分類」の定義を示しつつ、「産

業として経済活動が行われるための特質」として、①継続性、②自律性、③成長またはイ

ノベーションの３つを加えています。これらは一見もっともにみえます。しかし、自律性

を「ある分野で経済活動を行う事業体が、他分野の組織の指示や支援に立脚しないこと」

ときわめて狭く定義しており、これでは、市場メカニズムで動いている領域のみが産業と

され、公的費用に依存する領域は産業ではないことになります。 
 その上で、医療の産業化のために、「公的保険制度の枠外の自由な市場での資本蓄積や

技術革新の基盤整備を実現し、自律的な成長を可能とする」という「新しい視点」が示さ

れるのです。これは、医療分野への市場原理導入宣言であり、「報告書」の副題「国民皆

保険制度の維持・改善に向けて」は、ブラック・ジョーク（悪い冗談）です。しかもこの

視点は、「行き過ぎた市場原理」を否定した「新成長戦略」と矛盾します。 
 
混合診療の拡大はごく限定的 
 次に、「医療の産業化」・「牽引産業」化の柱とされている混合診療の拡大、医療ツー

リズム、「健康関連サービス産業」・「医療生活産業」の３つの経済成長効果はごく限ら
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れていることを示します。なお、混合診療の拡大や医療ツーリズムという表現は厚生労働

省の強い反対により、政府の公式文書では、それぞれ、「保険外併用療養の範囲拡大」、

「国際医療交流」に置き換えられていますが、本稿では慣用表現を用います。また、「健

康関連サービス産業」と「医療生活産業」はそれぞれ、「新成長戦略」、「報告書」の表

現ですが、実態的にはほとんど同じです。 
 まず、混合診療の拡大について検討します（詳しくは、拙稿「『保険外併用療養の範囲

拡大』はごく限定的にとどまる」『文化連情報』８月号参照。それの圧縮版は、「日経メ

ディカルオンライン」「私の視点」７月20日）。 
 「新成長戦略」では、「ライフ・イノベーションにおける国家戦略プロジェクト」のト

ップに「医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等」が掲げられ、「先進医療に対

する規制緩和」、「先進医療の評価・確認手続きを簡素化する」ことが掲げられています。

これは「新成長戦略」と同時に閣議決定された「規制・制度改革に係る対処方針」の「規

制改革事項」のトップに位置づけられた「保険外併用療養の範囲拡大」、「現在の先進医

療制度よりも手続きが柔軟かつ迅速な新たな仕組みを検討し、結論を得る」に対応してい

ます。なお、「報告書」では、混合診療の拡大は「公的保険がカバーすべき範囲、役割と

の関係整理」と表現されています。 
 実は、混合診療を検討した内閣府行政刷新会議の規制・制度改革に関する分科会ライフ

イノベーションＷＧ（ワーキング・グループ）の議論では、さかんに混合診療全面（原則）

解禁論が主張されたのですが、厚生労働省や日本医師会の強い反対にあい、先進医療のご

く一部に限定した「保険外併用療養の範囲拡大」にとどまりました。 
 しかし、このように限定的な混合診療の拡大で「公的保険制度の枠外の自由な市場」が

大幅に拡大することはあり得ません。この点については、ＷＧ委員で混合診療原則解禁論

の急先鋒である松井道夫委員も、「［混合診療解禁を－二木］高度医療といったものにも

し限定するとなると、多分対象は数十億とか、その程度のマージナルな部分の改革にしか

ならない」（松井証券社長）と、率直に認めています。 
 
医療ツーリズムもごく限定的 
 次に、医療ツーリズムについて検討します。「新成長戦略」では、「ライフイノベーシ

ョンにおける国家戦略プロジェクト」の２番目に「国際医療交流（外国人患者の受け入れ）」

をあげており、そのために「医療滞在ビザ」の設置や、「外国人患者の受入れに資する医

療機関の認証制度の創設」等が示されています。「報告書」でも「医療の国際化」の項で

ほぼ同じことが提唱されています。 
 私は、余力のある病院が、保険診療を適正に行った上で、自由診療の外国人患者を積極

的に受け入れることは、高機能病院の今後の１つの経営戦略としてはありえると思います

し、「医療滞在ビザ」の設置にも賛成です。 
 しかし、自由診療の外国人患者の受け入れ目的の「医療機関の認証制度」を、政府が提

唱するのは明らかに行き過ぎ、「禁じ手」です。私は、以前から民主党政権の医療政策の

「底の浅さと危うさ」を指摘してきましたが、これもその１つと言えます。それに対して、

政府の関与しない民間の「医療機関の認証制度」なら実現可能かもしれませんが、すでに

「国際病院評価機構（ＪＣＩ）という事実上の世界標準の認証機構が存在することを考え
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ると、それとは別の認証が実効性を持つとは考えられません。 
 しかも、タイやシンガポール等の株式会社立病院が、上記ＪＣＩの認証を受けて、自由

診療の外国人患者を大々的に受け入れていることを考えると、後発の日本の病院が、保険

診療と並行して、大量の外国人患者を吸引できるとはとても考えられません。タイの医療

ツーリズムの実態を熟知している田中耕太郎氏（バンコク病院ＪＭＳマーケティングマネ

ージャー）は「メディカルツーリズムで日本に勝ち目はない」と断言しています（「日経

メディカルオンライン」「私の視点」５月13日）。医療ツーリズムに精通している真野俊

樹氏（多摩大学教授）も、医療ツーリズムの「多大な経済効果は幻想」と警告しています

（『医薬経済』５月15日号）。 
 タイ等との競合を避けるために、中国の富裕層にターゲットを絞るとの主張も聞かれま

す。しかし仮にそれが（一時的に）成功した場合、アメリカ以上に医療格差が大きい中国

ですぐに富裕層対象の病院が急増して、中国人患者が国内回帰することは確実です。 
 「外国人患者の診療進めよ」と早くから主張されてきた開原成允氏（国際医療福祉大学

教授）は、「外国人患者が気持ちよく診療を受けられる病院が日本にいくつかあってもい

い」と「控えめ」に述べられており、私もこれが妥当と思います（「日本経済新聞」2009
年６月22日朝刊「経済教室」）。ちなみに、亀田総合病院は、すでに２００２年から国際

関係部を設け、昨年９月には日本で初めてＪＣＩの認証を受けており、外国人患者は年間

２００人（健診含まず）いるそうですが、その９割は在日軍人の家族など、日本に暮らし

ている外国人だそうです（『週刊朝日』２月19日号：107頁）。 
 『報告書』は医療ツーリズムが国際的に急増している根拠として、ＯＥＣＤ「Health at a 
Glance 2009」の図を引用していますが、それの本文が、医療ツーリズム費用の各国の総医

療費に対する割合はごく小さい（最大「輸入国」のドイツでも０．５％）と指摘している

ことには、なぜか触れていません（172頁）。 
 以上から、医療ツーリズムの経済成長効果もごく限定的と言えます。 
 
「健康関連サービス産業」・「医療生活産業」はデジャビュ 
  最後に、「健康関連サービス産業」・「医療生活産業」について検討します。「新成長

戦略」では、「健康関連サービス産業」は「国家戦略プロジェクト」には含まれませんが、

付表の「成長戦略実行計画（工程表）」の「健康大国戦略」の項の第３に「医療・介護と

連携した健康関連サービス産業の成長促進と雇用の創出」が掲げられ、２０２０年までに

実現すべき成果目標は市場規模２５兆円、新規雇用８０万人とされています。これは介護

の市場規模１９兆円を上回ります（医療は５９兆円）。「報告書」では、「医療の産業化」

の最大の柱が、「公的保険制度の枠外の」「健康サービスをはじめとした医療周辺サービ

スを提供する『医療生活産業』」とされています。 
 私は、医療機関が、保険診療を適正に行った上で、主として公的制度の枠内の保健・福

祉分野に進出し「保健・医療・福祉複合体」化することは重要な経営戦略であると以前か

ら主張してきました。 
 しかし、「公的保険制度の枠外」の市場拡大を主張する上記記述を読んで、ある種の「既

視感(deja vu)」にとらわれました。かつてある官庁は公式文書で次のように述べました。 

「高齢者対策の基本原則」の第５原則は「民間活力の導入」。「これまで公的施策を中心
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に提供されてきた福祉や保健医療の分野においても、民間の適切かつ効率的なサービスを

併せて導入することが有効であり、こうしたビジネスの健全育成を図る」。「寝たきり老

人等の介護保険についても民間保険の適正な育成を図る」、「保健事業において、…健康

産業の育成…を図る」。 
 読者の多くは、経済産業省や内閣府が小泉政権時代にまとめた文書と思われるでしょう。

しかし、実は、これの出所は厚生省が１９８６年にまとめた「高齢者対策企画推進本部報

告」です。厚生省は、１９８０年代前半～１９９０年代前半に、「医療費亡国論」を掲げ

て公的医療費の厳しい抑制政策を進める一方で、保健・医療・福祉サービスへの「民間活

力の導入」を図ったのです。しかし、そのほとんどは失敗しました。具体的には、民間介

護保険はほとんど育成されず、２０００年に（公的）介護保険制度が導入されました。健

康産業もほとんど育成されず、２００６年の医療制度改革関連法で、公的医療保険の枠内

の「生活習慣病対策」が制度化されました。「公的保険制度の枠外」の健康産業が、現在

も苦境にあえいでいることは、矢野経済研究所『メディカルフィットネス市場の現状と展

望２００９年版』等で詳細に紹介されています。 
 （「新成長戦略」を事実上とりまとめた）内閣府や経済産業省は、このような旧厚生省

の「失敗の歴史」にまったく学んでいないと言えます。経済産業省の前身の通産省は、か

つて「千三つ官庁」と呼ばれました。これはさまざまな施策を次から次に提案するが、実

現するのは千のうち３つしかないという揶揄でした。「新成長戦略」や「報告書」はその

再来であり、少なくとも本稿で検討した３つの施策が残りの９９７になることは確実です。 



捜製口因園呉芝然ゑ1最買澗刈四劃N口

医療における民活導入と医療経済ヘの
影響一医療供給面での可能性と限界

木

近年,睡療ヘの民活導入論が盛ん

である.それは,屠療保障面での民

活(公的保険の給付率・範囲の引き

下げと民問保険による代替)と医療

供給面での民活とに大別される.筆

者は前者には基本的に賛成できない

が,後者についてはその可E断生と眼

界を分析的に検討すべきだと考えて

いる.

民問医療機関が主体である日本の

医療供給制度では,今後も「民問の

創意工夫を生かした」効率化により,

「医療の質を低下させない医療費節

減」が求められている.筆者底身,

長年,民間病院で「医療内容の向上

と結合した経営近代化」に取り組ん

できた経験を持っている".

しかし,最近の民活導入論では,

一般の営利企業の医療ヘの参入が焦

点となっており,医療関係老の中に

は,"企業資本の医療分野ヘの進出は

自由開業医制を一挙に崩壊させてし

まう"的過剰反応もみられる.筆者

は,わが国では直接的医療サービス

の提供ば今後も民間医療機関主体で

行われたほうが効率的であり,この

分野に一般の営利企業が参入する余

地はほとんどないと考えている.他

面,一般の営冽企業が最近の科学技

術革新の成果を生かして,f規模の経

済(スケールメリット)」が働く医療

の間接分野に限定的に参入すること

は,医療の効率化にとって有用であ

るとも考えている.しかし,このよ

うな民活導入は,費用面での公的責

任が貫かれて初めて意味を持っので

あり,最近の厚生省の民活導入論に

は大いに疑問を持っている,

d信兪では,以上の視点から,医療

供給制度ヘの民活導入にっいて,特

に営利企業の参入の可能性と限界を

中心に,批判的に検討したい.

1000 (28〕

駆厚生省の民活導入論ヘの

疑問

しかし,最近の厚生省の医療ヘの

民活導入論ではこのような国民の権

利上国の責務がほとんど無視されて

いる.例えば,本年4月に発表され,

厚生省の今後の医療保障・社会保障

政策をもっとも包括的に明らかにし

ている「高齢者対策企画推進本部都

告」をみると,「高齡者対策の基本原

則」として,第1に国民の自立自助

が強調され,行政の役割はそれを助

成するための「深境づくり」に限定

されている.そして,第5原則の「民

間活力の導入」では,高齢者の多様

化した二ードに公的システムのみで

対応していくことは非効率だとし

て,国民生活の「基本二ード」にっ

いては公的システムで対応しっっ,

それを超える二ードに対しては私的

サービスを導入していくとしてぃ

る.

このような国の責務を理念的.財

源的に棚上げにした上での,民活導

入・"公私分担"論は,財政的制約を

理由とした,際限のない公的サービ

スの縮小・国民負担の増大をもたら

す危険が大きい,

特に筆老が疑念を持つのは同報告

での「ニード」のとらえ方である.

医療二ードとは,単なる主観的欲求

ではなく,支払い能力とは無関係に

充足されるべき「客観的な必要」で

あり,しかも専門家(医師等)によ

つて判断されるという特徴を持って

いる",').そして,医療二ードは,今

「すべて国民は,健康で文化的な最

低限度の生活を営む権利を有する.

国はすべての生活部面について,社

会福祉,社会保障及び公衆衛生の向

上及び増進に努めなけれぱならな

い」細本国憲法第25条)

筆考は今後の医療ヘの民活導入.

"公私分担"を考える上でも,このよ

うに戀法に明記された国民の権刑上

国の責務を出発点にすべきだと考え

ている.このような考え方は単なる

理想主義的法律論ではなく,著名な

纒済学者も主張している.例えぱ

宇沢弘文氏は「医療サービスが人間

の生命,健康に関するもっとも基本

的な市民の権利にかかわる」ことを

出発点として,医療を含めた「社会

的共通資本の理論」を①市民の基本

的権利という微視的視点と②国民経

済全体の社会的安定性という巨視的

視点の両面から詳細に展開してぃ

る 2,3】

病院妬巻12号 1986年 12 月

立二



後の高櫛化社会の進展や医療技術の

進歩によって増大し多様化してい

く.ところが畔E告」では,医療二

ドの多様化の原因が一般のサービ

スの場合と同じく,高齢者の「意識

や選好の変化」によるとされている

のである.このような二ードの"主

観的"把握では,公的システムで対

応する「基本的二ード」がごく限定

されたものにならぎるを得ない.事

官庁エコノミストの中には,新フて ,

自由主義の立場から,「医療も原則的

には市場で取引されるサービス」で

あるとして,医療扶助以外の医療サ

ーピスを公的な制度によって保障す

る必要を原則的に否定する主張さえ

あるのである田.

(29) 1001

そのために,医療における民間活

力導入は既存の民間医療機関と新し

い営利企業(ニュービジネス)によ

つて担われることになる.

わが国の政府は明治以来,伝統的

に,本来公共投資すべき医療を開業

医(私的医療機関)をバイプとして

患者に転嫁するというΠ氏医療費政

策」(川上武氏.〕)をとってきたが,

これこそが民閻活力導入政策と言え

る.このような伝統的民聞活力導入

政策は,日本医療における公共性の

米確立という歪みをもたらしたが,

他面,費用対効果という視点でみる

と,日本医療は欧米諸国に比ベては

る力司こ少ない医療費の投入で,世界

最高の平均寿命を達成するという抜

群の効率の良さを発揮してきた,}.

ただし,このような最高の効率を発

揮するためには,他方で,国民皆保

険=医療費面での"社会化"が不可

欠であったことも見落としてはなら

ない.

医療ヘの営利企業の参入の論拠と

して,"ヨ本の病院経営の非効率"が

挙げられることもあるが,マクロの

視点でみる限り,現実は逆である.

そして厚生省にとっても,直接的な

医療サービス提供面での民間医療機

関の効率の良さを全面的に否定する

ことは余りにりスクが大きいと考え

られる.

もちろん,最近の厚生省は隱療費

抑制のため,民間医療機関に対する

圧迫を強めているが,それでも厚生

省の新しい民活導入政策でも,民問

医療機関の活力の再利用が重要な位

置を占めていることも見落とせな

蚕伝統的民活と新しい民活

医療関係老の中には民閻活力導入

というと,即,営利企業の参入とと

らえる向きが少なくない、もちろん,

それは最近の民活導入論の新しい重

要な要素ではあるが,すべてではな

案).また,老人保健法改正によって

「創設」される「老人保健施設」も,

一方で民間中小病院の病床転換によ

る医療費抑制を狙うだけでなく,他

方で,建設に多額の公費を要する特

別養護老人ホームに代わり,民間医

療機関に事実上の老人収容施設建設

を肩代りさせるという,民活導入の

狙いも持っていると考えられる.た

だし,厚生省の新しい民活導入政策

では,費用面での民活導入=公的保

険の給付率の引下げと民間医療保険

の育成が図られており,この点で,

従来の政策とは大きく異なってい

る.

L、

筆者は,医療・福祉領域の民間活

力導入を考える場合は,サービスの

供給主体を,①営利企業だけでな

く,②民聞団体(民問医療機関を含

む),③ボランティアの 3種類に分

けるべきだと考えている.厚生省「高

齢者対策企画推進本部報告」の「保

健・医療・福祉サービスの保障」の

項でも,事実上,同様の分類がなさ

れている.

同報告では,ボランティアについ

ては,「在宅サービスの拡充」の一環

として「地域ボランティア」に触れ

ているだけだが,筆者は,更に,今

後患者の多様な二ードに答えるため

には「病院ボランティア」の積極的

導入が不可欠だと考えている.ただ

し,このようなボランティアの導入

が専門職サービスの代替をすること

は不可能である刀.

劉営利企業の医療ヘの参入

可能性と限界

ただし,厚生省の新しい民活導入

政策の特徴が一般の営利企業の医療

市場ヘの参入の促進,「ビジネスの健

全育成」にあることは疑いない.こ

のような厚生省の方針転換は,公的

保障にかかわる医療費の抑制は堅持

しつつ,その枠外では一般企業の市

場拡大要請ヘ配慮した結果であると

考えられる.

厚生省の方針の変化を先取りする

ように,最近は新しい「医療ビジネ

ス」の参入が種々報じられている.

更に,アメリカで伸長著しい大手病

院チェーンの日本ヘの上陸の可育獣生

も取沙汰されているWI,

筆者も,今後,厚生省の規制緩和

に伴い,このような新しい民活導入

が医療でも進むと考えている.しか

し,医療は企業にとっても未知でり

スクの多い分野であり,医療市場の

うち一般の営利企業のノウハウがそ

のまま通用する分野はごく限られて

いる.事実,「ニュービジネス」の表

面的フィーバーとは逆に,早くから

医療市場ヘの参入・研究を続けてき

た関係大企業の担当者は,最近,異

口同音に,直接的医療サービス分野

し)

例えぱ,国立病院・療養所の再編

成(統廃合)10年計画は,公式には

民活導入とは無関係とされている

が,病院の委譲先として地方公共団

体だけでなく,「政令で定める」民問

団体も含まれている(国立病院等の

再編成に伴う特別措置に関する法律

病院'巻 12号 1986年12月



翻府県

越谷巾

川趣市

表1

濡安巾

.郵協医大・麹谷病院

市原市

最近の私立医科大学第2病院新設と本院増床

.新設大字'病院買収一本院増床

.埼玉医大・締合医擦センg-

柏市

(印弼郡)

順大・順天堂浦安病院

大蝉病院名

.帝京大・市原病院

江東区

渋谷区

慈恵医大・柏病院

港区

日医大・(印傷沼)病院

新宿区

昭大・豊洲病院

.東湖大・東京病院

新宿区

多摩市

姦恵匠大・本院

八王子市

栗医大・本院

病床

横浜巾

鰻大・本院

637

川崎市

白曙大,多摩永山病院

開設年月

250

相擾原市

S馳.3

更医大・八王子医集センター

如2

中郡

S60.6

昭大・藤ガ丘病院

引5

.帝京大・海口病院

加茂郡

S舶.5

.北望大,東病院

田方郡

S61,5

.稾濡大・大磯病院

京都市

八帽備

その池

S62.3予

;轟岡県筑紫野市

1能

計直中

ヨ火・稲取病院

出所:「日羅メディカル」]0 月 10 日号P.120, 19舶.

M5

S57_3、

慶大・月ガ瀬りノピリテ・ーションセンター

保険診療収入以外の資金調達が可能

だからである.ちなみに,1984 年10

月の医療保険抜本改革に伴って制度

化された高度先進医療の承認医療機

関43のうち,実に 35が私立大学病

院となっている(本年10月の第H

回承認).

表1に示したように,最近大都市

近郊で生じている私立大学病院の分

院建設ラッシュはその前触れと言え

よう.

更に,先に述ペた国立病院・療養

所の再編成W年計画で形成される

「ナショナル・センター」が高度医療

面で一般企業との癒着を強め,日本

型「医療産業複合体」の一爽を担う

ようになることも考えられる.

2)病院周辺業務の外注化

営利企業の参入が進む第2の分野

は,優療周辺業務である.筆者は,

日本では直接的な医療サービスの企

業化はほとんど進まないと予測して

いるが,臨床検査・病院給食.医療

事務などの周辺部門の企業化(外注

イ扮は,厚生省の誘導政策と経済論

理の両面から少なからず進むと考え

ている.

この点で象徴的なのが,本年3月

31日に出された病院給食の外部委

託緩和の厚生省通知であり,しかも,

東京地区でそれを最初に実施したの

が都立病院であったことである'フ

月 14日に老人専門病院としてオー

プンした東京都多摩老人医療センタ
、,

ーでは,調理から配膳まですべて民

間会社の手に委ねる「民活給食」と

なっている(『朝日』 7 月 15 日).

この外注化との関係で見落として

はならないものに,本年7月から実

施された労働者派遣法がある.この

法の当面の適用業務はコンピュータ

関連業務などの露に限定されてお

リ,医療業務は含まれていない.し

かし,医労協などの実態調査による

と,医療分野でも低賃金・無権利の

下請け・派遣労働の導入が広範にみ

市ガ用地提供

柁92

S舶.12'

関西選大・渦西ニユータウン病院

関西屠大・男山病院

建設中

への営利企業の新規参入の困難さを

強調しているⅡ).

そのために,営利企業の医療市場

への参入は,その可能性と限界の両

面を複眼的に検討する必要がある,

1.営利企業の参入が進む3分野

筆者は次の3分野では営利企業の

参入力畔目当進むと予測してぃる.

D 日本型の「医療産業複合体」

の出現

第1は,一部の私立大学病院等と

一般の大企業とが結合する形での日

本型「医療産業複合体j の出現であ

る.

この「医療産業複合体」という用

語は,アメリカの医師でNew Eng

Iand Journal of Medicine誌編集長

のRelm即が1970年代以降アメリ

力の医療で急速に拡大した,株式会

社制の病院チェーンなどの営利企業

を総称して命名したものである口).

歴史的に,アメリカの医療供給制度

9飾

1002 (30)

S60.フ.、

伯71

.痕岡大・筑紫病院

S61.4"

豊淑惇生病院買収

245

S62.5予、.

Ξ尭病院買収

220

8駆.6

3弱床増床

608

S邪.3

1"床増床

耳

2醍

S50.8

200床j曽床

507

S妃.5

358

S剖.4

犯9

S59.4

1即

S51,フ

佃7

佃2

S詑.4

S驗.0

S50.伯

元望星大磯病院

225

は日本と同じく民間病院・開業医主

導であり,一般の営利企業は医療機

関に医薬品・機械器具・材料などを

供給しても,患者に直接的に医療サ

ービスを提供することはなかった.

モれに対して,株式会社制の病院チ

エーンなどは,旧来の営利企業と異

なり,患者に直接医療サービスを提

供するという点に特徴がある'

後述するように,筆者は婁本には

アメリカ流の病院チェーンが発展す

る条件はないと考えている.しかし,

日本でも,今後医師過剰時代の到来

とともに,一部の私立大学病院が製

薬大企業・ME企業・コンピュータメ

ーカー・総合建設会社(ゼネコン).

総合商社等と結合した,三次医療レ

ベルでの「医療産業複合体」が形成

される可官自陛は大きいと考えてぃ

る.私立大学病院は大量の低賃金の

青年医師を利用できるだけでなく,

差額ベッドや「高度先進医療」など

病院 45巻 12号 1986年]2 月

S印.フ' 小郵病院買収
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られており,既に全従業員数の4.6

%を占めているという珊.吏に,労働

者派遣法の実施前の対象業務の調査

の段階では病院の臨床検査業務,医

療保険業務,給食等が検討されてい

た(雇用促進事業団雇用職業総合研

究所人材派遣業研究会「業務処理請

負事業の実態に関する統計的調査結

果の概要」).しかも,この労働者派

造法は,日本の産業・企業全体で正

社員(本雇い労働者)を極力削減し,

派遣労働者などの「外部労働力」の

比重を高めるという,労働力政策そ

のものの大転換を反映していると言

われているM).そのために,医療の周

辺業務が同法の対象業務になる可能

性は大きい、

しかも経済学的に見ても,これら

の周辺部門は,直接的医療サービス

提供部門と異なり,「規模の経済」が

働きやすい分野である.それだけに

今後,外注化という形での営利企業

の参入が進むと予測される.

幻高所得層対急のニュー

ビジネス

営利企業の医療ヘの参入が進むと

予減される第3の分野は,高所得厩

向けの新しい医療・福祉サービス(ニ

ユービジネス)である.

わが国では近年「一億総中流」の

幻想とは爽腹に,所得・資産の格差

が拡大し,その格差に基づく財・サ

ビスの「階層消費」の時代が出現

している均.このような変化を反映

して,高所得層の人々は既存の低水

準の医療サービスにあきたらなくな

つている.

先獄ど強調したように,日本の民

間病院は患者の「基本的二ード」に

応えるという点では非常に効率的で

はあるが,診療報酬の著しい低さの

ために,快適なサービス提供という

点では欧米諸国の病院に比ベて,著

しく立ち遅れている.その結果,高

所得階層を対象とした,保険とは別

建ての高価格・高サービスを提供す

る企業が今後一定数出現することが

予測される.

ただし,この場合は,医療法など

の制約もあるため,営利企業の単独

進謎というよりは,医師との共同事

あるいは企業家的医師自身によコ1に ,

る単独事業という形のほうが主流を

なすであろう.わが国の医療関係者

の中には,医師・民間医療機関の「非

営利性」を無条件に主張し,その視

点から営利企業の参入を批判する意

見が少なくない.しかし,田中が明

快に指摘しているように,「非営手山

とは,「利益が特定の個人に帰属して

はならない」という定義即)=「経営余

剰の非配当条件」御に過ぎず,経営余

剰を新しい医療サービスに投入する

ことは十分に可能である.事実,後

述するアメリカ「医療における営利

企業」報告書御でも一般の営利企業

の医療ヘの参入と並んで,一部の企

業家的医師が各種の新しい医療サー

ビスに直接投資を行い,そこから「第

二の所得」を得ていることが批判的

に検討されている.

しかし,一般のサービスと異なり,

医療サービスでは「快適水準」はあ

くまで補助的な位置しか占めず,そ

こで提供される診療技術水準自体が

闇題となる.そのために,高度な技

術を伴わない単なる快適サービスだ

けの病院の発展は限られたものとな

るであろう.

それよりも,先に述ベた一部の私

立大学病院が高負担を条件にして,

高度先進医療と高サービスを共に提

供するようになる可能性のほうが大

きいと筆者は考えている.

また,このような高所得層を対象

としたニューピジネスは,人口が集

中し,しかも所得水準が比鮫的高い

大都市部でしか成立し得ない.その

ために,都市と農村との医療格差は

この面でも拡大すると予測される.

2,アメリカ流の病院チェーンや

在宅医療の企業化は発展しない

次に,日本での病院のチェーン化

の可能性について検討したい.

日本でも病院のチェーン化は着実

に増加し,19部年現在269 に達した

と幸艮じられている那〕.特に最大手の

米寿会・中央医科グループ(関東病

院協会)は既に腿病院9,356床を有

しており(「社会保険旬幸蹴1986 年10

月 1日号),徳洲会も全国に n病院

を展開している.しかし,それ以外

のほとんどのチェーンは地域的に数

病院を持つに過ぎない.

わが国では医療法により,株式会

社の病院ヘの参入が禁止されてい

る.筆者はそれに加えて,以下に述

べる四つの社会経済的制約のため

に,日本では,アメリカ流の株式会

社や医療法人等が直接病院を所有す

る形での,病院チェーンが全国展開

することは今後もあり得ないと考え
、

ている 1}.

第1に,日本は既に人口対比でア

メリカの 2.42倍という病床数を有

しており,金国的にみれぱ病床過剰

状況にある.しかも・医療法改正によ

リ,今後厳しい病床規制が行われる

ことを考えると,かつての徳洲会の

ように,新病院の建設でチェーン拡

大を計ることは不可能である.

第2に,アメリカで一般的な,巨

大病院チェーンによる経営困難に陥

つた中小病院の買収という拡大方法

も,わが国の経営風士には馴染まな

い.ちなみに,最近の研究によると,

アメリカの6大営利病院チェーンが

所有する地域病院の実に80%が買

収により獲得されたものなのであ

る2幻

第3に,わが国の病院の1日当た

りの医療費はアメリカのナーシン

グ・ホーム並の低水準であり,たと

えチェーン化しても経営合理化によ

る「スケールメリット」は生まれに

くい.

(3D I003
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日米の病院機能の比較臼蛤2年)糞2

牢瑚病床数(床)

病床利用率(%)

平均在院日数

戦贇数(患者1田人当だり)

(医師

雪霞婦(PN)

訳准看護婦(LPN)

その他

、1゛

木

173.2

国

1日当だり入院貿

日本

75.?

フ.6

138.1

376

3.2

閃

?7

269

の分院展開という形で,「医療産業

複合体」が出現すると予測するゆえ

んである.

このような理由から,わが国では,

所有面での病院チェーン化はほとん

ど進まないであろう.ただし,最近

商社力圷オルガナイザー」剛となって

精力的に試みている,病院経営コン

サルタント業務や贋療周辺業務の代

行を通しての,いわば機能面でのチ

エーン化の可能性にっいては,今後

の追跡が必要だと考えてぃる

アメリカの最近の医療の企業化に

関して,病院チェーンと並んで注目

されているものに在宅医療がある.

例えぱ,鋭い将来予測で有名なネイ

スビッツは,近著「ニューメガトレ

ンド」で,今後の医療システムの二

つの方向として,巨大病院チェーン

と在宅セルフケア(産業)の普及を

挙げている川.事実,アメリカでは営

利の在宅ケア企業が急伸長するだけ

でなく,各種の医療機器・材料メー

カーが遭接「ハイテク在宅医療」を

提供するに至っている.

わが国でも,今後,厚生省の政策

により有料の在宅医療・福祉の比重

は高まると考えられる,

しかし,アメリカで「ハイテク在

宅医療J が普及した最大原因は,や

はりアメリカの病院の入院期間の異

常な短さと先述した費用の著しい高

さ,それに比ベての在宅医療の相対

的安さである.しかし,このような

「ハイテク在宅医療」は日本の病院の

入院費よりはる力Xこ高額であるゆ

そのために,日本では在宅医療ヘの

営利企業の本格的参入は生じないと

予測される.

在宅居療と密接にかかわるものと

して,わが国でも一時期,在宅の要

介護老人向けの商品・サービスがシ

ルバー市場として注目を浴びた.し

かし,笑際には成功例はほとんどな

く,最近は,シルバー・マーケティ

ングの基本戦略は非健常老人対象か

病院45巻 12号 1986年 12 月

うち労倒饗用

資料) AHA, N0功iん" sm加加S,19認ed.P,5,
13, 23

厚生省和召和57年医療施設調査.病院報

告」 PP.266, 296, 309.

社会保険診獲報酬支払基金「医漬機閥別

診療状況翻(昭和57年6 丹診療分)jp.3
より笹者計算

注)(1)米国は1碇員数は入院患者100人当たり

(外来患者数の入院忠者換算分も含

む)幣'勤考換算鞍貞数,日本はW0床当

たり職貝数

化) 1 日当たり入院普の()内は 1 ド

ル=?50円換算

出所:二木立:病院産業の白米比較.日本経済

研究センター!日米産業此蚊に関する朝

査研究報告書一第3次産業を中心に』

PP.625-638, 19舗.

表2は病院機能の日米比較であ

る.アメリカの病院は日本の病院に

比ベて,けた違いに労働集約的であ

リ,そのために1臼当たりの入院費

は医師費用を除いても, 8万円と日

本の 1万4千円の6.1倍に達してぃ

る.このように費用が高額であれば,

"減量経営"による費用節減も可能で

あるが,日本のよう1こ低額であると,

チェーン化しても費用節減効果はほ

とんど期待できないのである.

第4 として,アメリカでは地域病

院(一般病院)がオープンシステム

を採用し,医師人事面で医科大学か

ら独立しており,そのために医科大

学に依存しない病院チェーンの展開

が可能であったのに対して,日本で

は既存の病院の多くが医師人事面で

医科大学に依存しており,それから

独立した病院チェーンが急伸長する

条件がない.逆に言うと,わが国で

は医師支配権をもっている優科大学

80.3

舶,8

餌.6

柁.5

20.1

袷_6

謁.4

(剖,部0円)

326.68ドル

(柘,3妬円)

185.那ドル

捻'諦7円

ら健常老人対象ヘ転換されてぃるの

が実情である卿、

蚕医療ヘの民活導入の柱会

経済的帰結

、

最後に,医療ヘの民活導入のもた

らす社会経済的帰結をマクロ経済的

な視点から検討したい.

1,公費から私費ヘの費用の

シフト

第1は,それが公費から私費ヘの

費用のシフトをもたらすということ

である.

このことは公的資金の抑制のため

に民問資金の導入を図る民活論の当

然の帰結であるが,多くの場合,公

贄の抑制効果のみが強調され,私費

の増大は無視されがちである.例え

ば,厚生省の「老人保健施設制度化

に伴う老人の入院医療費の影響」予

測によると,現行制度のままでは昭

和75年(西暦2000年) 4兆9千億

円に達する老人入院医療費は,老人

保健施設を創設することにより3兆

5千億円にとどまるとされている.

しかし,この試算では,老人保健施

設では食費だけでなく「個人の選択

にかかわるサービス」などの費用が

すべて給付の対象から外される結

果,費用負担が保険から患者ヘと大

幅に「シフト」することが全く無視

されているのである.

このような事情はアメリカでも同

様である.アメリカでは 19豁年にメ

ディケア(老人・障害者医療保険)

の入院医療費支払いにPPS/DRG

(診断群別支払額事前決定制)が導入

されて以来,メディケア医療費の大

幅抑制が実現したと報じられてぃ

る.しかし,クライスラー社の医療

担当重役で,基本的に体制側に立っ

カリファーノ氏さえ,そのような費

用の抑制が,賑療の効率化により生

じたのではなく,単に連邦政府負担

から民間保険・企業負担ヘの費用の

1004 (32)



D シフトによって生じたものに過ぎな

いと指摘している珀)、

2.社会的総贄用の増大

第2は,民活導入が営利企業主体

で行われる場合には,単に費用がシ

フトするだけでなく,公費と私費の

両方を合わせた社会的総費用が大幅

に増大することである.

アメリカでもわが国でも,経済学

者の中には先に述ベた「非営利」の定

義を根拠として非営利医療畿関と営

利医療機関との運営面の差を軽視・

否定する主張が少なくない舶・謁.確

かに,医療法上営恥1性を否定されて

いる民間医療機関といえども,実際

には,経営維持・拡大のために一定

の適正利潤(経営余剰)を求めて運

営されているのは事実である.しか

し,医師・医療機関は患者の代理人・

被信託人という独特の社会的役割を

持っており,そのために利潤追求に

は一定の制約が課されていることも

見落としてはならない.

それに対して,営利企業が医療に

参入する場合には,もっとも羽'閏が

上がる分野にサービス提供を集中す

る(cream・skimmin創等により,必、

要以上に需要が喚起され,総費用が

大幅に増大するのである御、

この点については,アメリカ科学

アカデミー医学研究所の最近の膨大

な「医療における営利企業」研究報

告書でも,改めて実証的に確認され

ている御.伊」えぱ,アメリカの営利病

院チェーンと非営利病院との費用の

各種比較対照試験によると,いずれ

も営利病院チェーンのほうが費用が

高かったという結果が得られてぃ

る.これは,営利病院チェーンでは

検査等の補助的サービスを多用する

だけでなく,予想に反して管理費用

も相当高くなるためであるとされて

いる.

3.支払い能力に基づく医療格差

第3は,公費負担の減少=私費負

担の増大により,患者の支払い能力

)

ヨ

に基づいた医療格差が生じることで

ある.

筆者は,このような医療の「階層

消費」制度化の第一歩が「老人保健

施設」の創設であると考えてぃる.

従来はわが国の医療保障では,少な

くとも建前(理念)としては,患者

の支払い能力によって,受診できる

医療機関に差は設けられてこなかっ

た.もちろん,差額ベッドや"お世

話料"等のために,低所得層が利用

できる医療機関には,実際上は制約

が設けられてきたが,制度上は,生

活保護の患者も大学病院などの高度

医療機関の受診が可能であった.ま

た,特別養護老人ホームでは近年支

払い能力のある老人からは多額の自

己負担を徴収しているが,その額の

多寡によって受けられるサービスに

格差が設けられることはなかった.

ところが,今回の老人保健法改正

では食費等の自己負担を支払えない

生計困難者は,制度的に,一般の老

人保健施設ではなく,それとは別建

の第2種社会福祉事業(社会福祉法

人)の老人保健施設を利用すること

となった.更に,最近の厚生省社会

局「有料老人ホーム設置基準運営指

針」の改正で民問有料老人ホームの

設置基準が大幅に緩和されたことを

重ね合わせて考えると,今後日本で

も,老人医療・福祉分野では,アメ

リカ並の「多段階システム(multi,

tiersystem)」胎)「奥深い階層構造」飢)

が形成される可能性が大きいと考え

られる.

表3はモの結果生じる老人ホーム

の3区分である.高所得階層は営利

企業の経営する市場ベースの有料老

人ホームやナーシング・ホームを利

用する.月約5万円の負担が継続的

に可能な中間所得層は,一般の「老

人保健施設」を利用する.その費用

を支払えない低所得層は,社会福祉

法人立の「老人保健施設」や特別養

護老人ホームに入所する.この結果,

病院45巻12号 1986年 12 月

、、

A

市期ペースのナーシ

ングホー△

表3 老人ホームの3区分

(有翫詫人)ホー△

B

一般の毛人保健施設

(病院,診療所)

高負担階儲

0

柱会福祉法人立毛人

保健施設

特別養護老人ホーム

月朽万円程度

(以上)

出所:文献23) P_18(一部加筆)

中間負担階層

(月5万円程度)

要介護老人に対して良質のサービス

を提供する施設として発展してきた

特別養護老人ホームは,再び救貧施

設化する危険が大きい剣.

既に述ベたように,厚生省の民活

導入論は,f基本的二ードについては

公的システムで対処することを堅

持する」としているが,現実には患

者の大幅な自己負担増により,老人

医療・介護というもっとも「基本的

な二ードj に対してさえ,患者の支

払い能力に基づいた「階層的」対応

がなされるのである.一般の財・サ

ービスの購入に当たっては"一点豪

華主義的"選択も可能であるが,長

期の費用負担を強いられる慢性疾

患・老人疾患の医療では,そのよう
,

な選択は不可能だからである.

、
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1
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以上,医療供給面ヘの民活導入の

可能性と限界について批判的に検討

してきた.

最後に,「基本的サービス」を全国

民に平等に提供しつつ,民間活力を

発揮するためには,費用面での公的

責任の確立が不可欠であることを改

めて強調したい. .
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100年前の病院には電灯がなかっ

た,電話も,病院中どこでも数十歩以

内の距離に置かれるようになったの

は,それほど古い話ではない.現在,

電灯や電話なしでの診療は,考えられ

ないし,成立し得ない.

実は同じことが,コンピュータにつ

いても言えるようになりつつある.コ

ンピュータが電灯,電話なみの密度と

使いやすさで,診察室,病棟詰所に入

り込んで来る時代が目前に迫ってい

る.コンビュータなしの医療は今後は

考えられない.

本書は,著者が静岡県の磐田市立総

合病院外科の勤務医としての激務の中

を,自学自習でまとめたコンぜユータ

プログラム集及びその解説である.プ

ログラム言語は,題名通り,目下一番

普及度が高く,初心者に最も取り組み

やすい BASIC を用いている.収載さ

れている多数のプログラムは,コンピ

ユータならばどの機種にもあてはまる

が,マイコンとしてわが国では一番普

及している PC98系には,ピッタリそ

のままで使えるように作ってある、

1.自分の仕事の週問予定表, 2.臨

床検査成績の一覧表,3.入院患者要約

(病棟回診の際,これを 1~2枚の紙に

出力して,持って歩くと大変便ネ山,4.

「ハッピーメデイカルベーシック

医師のための実用プログラム集」

19舗.

2ω田中滋:ヘルスケアの将来をどう考える

か.社会保険旬報 1528号, P,21-25,
1986.

21) Relman AS: De宜Ⅱng with c0Πヨ1Ct5 0f

interest. New Engl J Med 313 : 7四一751,

1985.

22) 1"stitute of Mediclne: For-pr0丘t enter・

Prise ln heaHh care. Nヨtion丑I Academy

Press, washiキ1gton, D. C., 1986.

23)鈴木五郎:「中問施設」と老人ホームの将

来.月刊福祉・緊急増刊号「中問施設」

P,12-21, 1985.

24)岡本祐三;アメリカの医療と看護.保健同

人社, 19別.

(NIKI' RyU 日本福祉大学社会福祉学部教

授:趣470、詑愛知県知多郡美浜町奥田)

キ

当直予定表(医師,看護婦,事務職員い

ずれにも使える), 5.統計処理(平均,

分散,偏差,相関,回帰など), 6.汎

用データベース,フ.以上の各項目の中

でしぱしぱ使われる標準的な部分をサ

プルーチンとして集録の順にまとめら

れている.

6.の汎用データベースは,入院記録,

手術記録,文献要約,がんその他の各

極疾患登録などを,コンピュータにの

せるためのものである.これらデータ

は,症例により各項目とも記事の長さ

が当然異なる.項巨ごとの収容最大字

数を固定してしまうと,使う侭Ⅱこは大

変不便であり,また,コンピュータ側

にも,言己憶領域にむだな空きスペース

が生じ不都合である.この点に工夫を

加えて,実際は固定表であるが,接続

文字列の利用で,見かけ上は,可変長,

すなわち,収容最大字数は任意という

方式になっている.

そのまま使える形でのプログラムの

リストがたくさん並ベてあると同時

に,それを用いた際,コンピュータの

ディスプレイに出て来るはずの画面の

実例も,きれいな印刷で各所に出して

ある.そのひとつはいろいろな

MENU である.これは,コンピュー

夕の中のプログラムのどれを使いたい

L寒裂、鴫硬'驫Y.、罫三森点,勇写忌、モ'g才二難1腰一.>裂髭^^言平竃告コ、^

かを利用者にたずねる一覧表で,レス

トランのメニニーに相当する便利なも

のである.

マイコンの最近の技法である漢字表

現も取り入れられている.プログラム

のりストをバックに,心臓と胃のシル

エットを入れた表紙のデザインも,薯

者の自作と聞く.著者がプログラム作

りの難所に苦しんだあけ'<,それをの

り越えた際のハッピーな気持ちから,

このユニークな書名が生れた由であ

る.

即座の実地応用を目指した有用な中

味の本であり,病院臨床医を対象にし

てまとめられてはいるが,診療所や保

健所の医師,あるいは病・医院のコメ

ディカル(診療協業)スタッフにも,大

いに役立つものである.本書のプログ

ラムを,紙の上の印刷でなく,最初か

らフロッピイ・ディスクなり,コンピ

ユータ・メモリー(ROM)で供給,もし

くは付録として添付するということも

今後は考えられよう.

毎日,早朝に起きて出勤前の時間に

マイコンに取り組んだという著者の情

熱と苦闘の所産である本書が,多くの

医療人の座右に置かれ,利用されるこ

とを,心から望むものである.

(岡島光治藤田学園保健衛生大学教

授)

B5判, 222 頁,図認, 1986,¥ 4,200,

送料¥3冊,医学書院刊
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(三ゞ掛や望二酵飴鷺"魅今断・,.鵠考陵1知)
わか国の私的病院チェーンはどこまで
進んでいるか?

はじめにー-2種類の病院拡大

底療関係者の多くは,現在も1980年代を「医療(病院)冬の時代」と見な

している。瓢実,政府の厳しい医療費抑制政策により, 1980年代前半には,

私的病院の利益率(医業収益100対収支差額)が激減し,病医院の倒産が多発
したU。

他面,同じ期間に病院の規模拡大も急速に進んだ。病院総数の平均病床数

は, 1980 年の 145.7床から 19艶年の 162.9床ヘと 8 年間で17.2床a 年当

たり2.15床)も増加し,これは1970~80年の 10年問の平均病床数の増加

12,4 床(同].24床)を大幅に上回っている(厚生省「医療施設調査」)。

従来,病院の規模拡大といえば,このように1病院当たりの病床数の増加

を指すのが普通であった。しかし,病院の規模拡大には,これ以外に 1法人

が複数(2つ以上)の病院を開設し r病院チェーン」となる規模拡大も存在す
る。

しかしわが国では,米国の病院チェーンに対しては過大ともいえるほど大

きな関心が払われてきた反面,国内の私的病院チェーンは,徳洲会卜田以外

は,抵とんど注目されてこなかった。最近でこそ,病院経営誌が有力病院

チエーンの経営ノウハウや経営戦略などを肯定的に紹介するようになってぃ

るが,いくっかの病院チェーンが過去に大きなスキャンダルを起こしたため

もあり,医療関係者の問では,病院チェーンに対しては,今なおマイナスィ

メージ,アνルギーカ井厨金い。

また,川上武氏の病院チェーンの類型化に関する先駆的な提起のを除いて

は,それがわが国の病院制度に与える影瓣が正面から検討されることはほと

んどなく,「社会保険旬蝦」誌の先駆的な「全国チェーン病院一覧」 a9釘

年12月末現在)川を除いては,それの全国的調査も行われてこなかった。

筆者自身も,従来は,「アメリカ流のー,病院チェーンが全国展開することは

今後もあり得なし勺川ことを強調する余り

の笑証的検討を怠ってきた、。

確かに,米国の株式会社制病院チェーンが華々しく全国展開してぃるのと
は撫叔電的に,わが国の私的病院チェーンは,徳洲会を除けぱ,現在でも地域
単位のいわぱ地味な存在である。しかし,後に詳しく示すように,わが国の
私的病院チエーンは,1980年代に入って急増し続けており今や氏療法人
病院病床のおそらく 25%,公益法人とその他法人病院病床の30%以上を占

めるに至っている0 更に, 1,000床以上の病院病床を有する巨大私的病院
チエーンは,筆者力所食認できただけで24法人に達してぃる。このような私

的病院チェーンの急進展は1980年代の医療供給制度の最大の拙造変化であ
るときえいえる0 そのために,筆者は,病院チェーンの存在を抜きにして,
今後のわが国の医療供給制度を考えることはも はやできない,と考えてぃ
る。

本節では,このような視点から,各種病院名緯を用いて,わが国の私的病
院チエーンの実態を, 19釦年代にまで遡って,可能な限り実証的に検丑寸し
たし、

わが国の私的病院チニーンはどこまで進んでぃるか?

日本的な病院牙工ーンの展開

].病院チエーンの定義,調査対象と資料の制約

上述したように,本節では,2つ以上の病院を開設する法人を「病院
チエーンJ と定義して,分析を行う。この定義は,米国の「モダン.ヘルス

63

'

笹者は,『りハビリテーション医療の社会経済学』川所収の「1-2医療ヘの民活導入

株式=社や医療法人等が適接病院を所有する形での,病院チェーンが全国展開するーと

国でも'日本的な病院チエーン」が急逵展していることを見落とし力不正確な認識予
測であった0 この論文を轡いた当時は,アメリカの株式会社制病院チェーンそのものが
ワすぐにでも日本に上陸するとか,わが国でもアメリカ流の営利病院チェーンが急増す
るといった俗説が医療関係者の問に不安を巻き起こしてぃた。そのために,この論文で
はわが国では rアメリカ流の(営手山病院チェーンJ の r全国展開」がないことを強朝し
たのだが,笹が走って,病院チェーン自体が進展しないかのような表現になってしま
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