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【ワシントン共同】日米中など先進、新興22カ国を対象にした医療制度に関す

 る満足度調査で、手ごろで良質な医療と答えた日本人は15％にとどまり、22カ

 国中最低レベルであることが15日分かった。ロイター通信が報じた。

ロイターは、日本は国民皆保険制度があり、長寿社会を誇っているとしつつも

 「高齢者の医療保険の財源確保で苦労している」と指摘した。
自国の医療制度に満足している人の割合が高いのはスウェーデン（75％）と

 カナダ（約70％）で、英国では55％が「満足」と回答。韓国、ロシアなどの満足の

 割合は30％以下だった。

国民皆保険制度が未導入で、オバマ大統領による医療保険制度改革の議論

 で国論が二分した米国は、回答者の51％が手ごろな医療を受けられると回答

 した。

2010年4月15日午後5時44分

 

共同通信

日本、医療の満足度15％、22カ国で最低レベル

2010年4月15日、共同通信により報じられたロイター通信による「医療制度

 に関する満足度調査」の結果が報じられたが、その内容は、その他の調査で

 実証されている結果とは大きくかけ離れたものであった。
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Global healthcare access／Ipsos/Reuters オンライン調査

ロイター通信が行なった調査における質問は下記のようになっている。この内

 容からも明らかなように、当該調査は、医療の満足度を直接質問しているわけ

 ではない。

概要：
調査期間：2009年11月4日～2010年1月13日
調査会社：Ipsos社
調査対象：Ipsos社オンラインパネル登録者

世界のGDPの75％を占める22カ国の18歳～64歳
各国1,000人＋α、計23,351人

調査方法：インターネットによるオンライン調査

質問：Imagine that a member of your family became very ill. How difficult would it 
be for them to get quality, affordable health care services? Very easy, 
somewhat easy, somewhat difficult or very difficult?
あなたの家族が重篤な病気になったと想定してください。その場合、手ごろで良
質な医療を受けることはどれくらい難しいと思われますか。

→非常に簡単、幾分たやすい、幾分難しい、非常に難しい。
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Global healthcare access
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調査結果

出所：Reuters “For Immediate Release” Wednesday, April 15,2010 より作成
参照：http://graphics.thomsonreuters.com/1-/04/GLB_HEALTH0410.gif

（％）

調査結果は、前述の質問に対する回答で容易か困難かを示している。
この結果が、「日本、医療の満足度15％

 
22カ国で最低レベル」と報じられた。
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その他の医療の満足度調査の結果の検証（１／２）

1．第2回日本の医療に関する意識調査

日医総研が2006年3月に実施して同年12月に公表した「第2回日本の医療に関する

 意識調査」では、「受けた医療」に対する満足度が83.6％、「日本の医療」に対する満足

 度は51.2％であった。

WHOのWorld Health Report 2000で、日本は、健康に暮らすことができる期間を示し

 た健康寿命が第1位、健康達成度の総合評価も第1位と高く評価されている。他の調査

 からも国民皆保険制度のもと、日本では国民の医療に対する満足度は決して低くはない。

以下、いくつかの例を示す。

2．日本の医療に関する2009年世論調査

日本医療政策機構が2009年1月に実施して同年2月に公表した「日本の医療に関す

 る2009年世論調査」では、「現在の医療制度にどの程度満足していますか」という設問

 に対し、55％の人が満足と答えている。しかし、一方で、「将来の医療についての不安」

 として、「必要な時に医療を受けられない」（74％）、「深刻な病気になったときに医療費

 を払えない」（79％）という回答があった。
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3．OECD加盟国における地域医療の満足度および医療制度の信頼度調査

アメリカのGallup社が2006年から2008年にかけて実施、2009年8月に公表した

 「

 
OECD加盟国における地域医療の満足度および医療制度の信頼度調査」によれば、

 日本は、「地域の医療における質と利便性に対する満足度」が64％、「医療制度に対す

 る信頼度」は57％であった。

4．平成20年受療行動調査／厚生労働省

厚生労働省が2008年10月に実施、2009年9月に公表した「平成20年受療行動調査」
によれば、「病院に対する全体的な満足度」

 
では、「外来患者」58.3％、「入院患者」

66.3％が満足と回答している。

その他の医療の満足度調査の結果の検証（２／２）
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まとめ（その１）

今回ロイター通信が行なった調査は、「家族が重篤な病になったときに、

 
quality, 

affordable health care services（良質で手ごろな医療）を受けることの難度」を質問し

 たものであり、医療、あるいは医療制度に対する満足度を直接聞いたものではない。

この調査結果が、日本で一般に報道される段階では、医療に対する各国の満足度を

 調査した結果として報じられている。

その他調査でも示したように、日本の医療、医療制度の質の高さと国民の満足度、信

 頼度は、高い水準にある。

調査におけるひとつの具体的な事例に対する質問の結果が、その国全体の医療に対

 する満足度を図る指標にはなり得ないことは明らかである。

今回のように、調査結果を公表する際には、その質問と回答を明らかにし、分析の結

 果を正しく公表すべきである。
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まとめ（その２）

医療を受ける際の判断基準にQuality, Access, Cost の3つがあり、QualityとAccess 
をとれば、Costがかかるというように、3つのうち2つをとれば残された一つの要素の負

 担がかかるという考え方がある。

医療の満足度の調査においては、この3要素をはっきりと質問項目に取り入れ、分析

 を行なうべきである。

また、医療を受けにくい、受けられないということには、医療費が払えないという経済

 的な要因が大きく影響しているということは明らかである。

国民や患者からも、患者一部負担が高いとの声がある。日本医師会の調査によれば、

 窓口での患者負担が「高くなりすぎだ」と感じている国民が62.8％、患者では44.7％で

 あった。※注）

こうした背景から、日本医師会は、経済的理由により医療を受けにくい、受けられない

 ということがないよう、患者一部負担割合を引き下げることを提案してきた経緯がある。

日本医師会は、国民が経済的負担を心配することなく、いつでも医療機関にかかれる

 社会を取り戻すよう、今後も提言を行なっていく。

※注）（社）日本医師会「治療費の窓口負担」についての意識調査結果報告、2007年5月
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各調査の概要

１．第2回日本の医療に関する意識調査／日医総研／2006年3月実施／同年12月公表

調査対象：全国20歳以上の男女個人2,000人
抽出方法：層化2段無作為抽出法

調査方法：個別面接聴取法
有効回答：1,364（68.2％）

２．日本の医療に関する2009年世論調査／日本医療政策機構／ 2009年1月実施／2009年2月公表

調査対象：全国の20歳以上の男女1,650人
抽出方法：全国から調査対象地域50地点を抽出（第一次抽出）、対象地域においてエリア抽出法により20歳

 
以上の男女を各地点33名抽出（第二次抽出）
有効回答：1,016（61.6％）

調査方法：調査員による訪問留置き（配布回収法）

調査対象：OECD加盟30カ国における各国15歳以上の国民1,000人

調査方法：電話、個別面接聴取法

３．OECD加盟国における地域医療の満足度および医療制度の信頼度調査／Gallup社／
2006－2008年実施／2009年8月公表

４．平成20年受療行動調査／厚生労働省／2008年10月実施／2009年9月公表

調査対象：全国の一般病院を利用する患者（外来・入院）
抽出方法：層化無作為抽出した一般病院（500施設）を利用する患者
有効回答：154,186（78.5％）{外来100,946（76.1％）、入院53,239（83.3％）

調査方法：調査員による調査票の配布。原則、患者本人の記入方式。
医療施設において調査員が回収、他、郵送も可。
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