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I　はじめに
医療サービス、介護サービスは、そのサービス固有の性質からその需給を完全に市場にゆだ

ねることが困難であり、それ故に、医療・介護サービスの需給制度を構築することは、一国の
政府にとって重要な課題になっている。

オランダの医療・介護保険には、3 つの“Compartment”が存在している。“Compartment 1”
は、治療、療養に比較的長期間を必要とする疾患を中心としてカバーし、国が制度設計に関
与しているいわば公的介護保険であり、“Compartment 2”は、治療サービス（Curative care）
を中心とした短期の医療費をカバーし、国が制度設計に関与している公的医療保険である。
前者は特別医療費補償法（The Exceptional Medical Expenses Act, AWBZ（Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten））を根拠としており、特別医療費保険と呼ばれている。後者は、健康
保険法（Health Insurance Act, ZVW（Zorgverzekeringswet））を根拠としている。
“Compartment 3”は、公的保険でカバーされない自由診療にあたるサービスをカバーして

いる保険である。（表 1）は 2007 年における Compartment1-3 の費用を示している。医療・介
護費用の合計 528 億 2200 万ユーロのうち、Compartment 1 が 43.5％、Compartment 2 が、
49.7%、Compartment 3 が、6.8% を占めている。

オランダでは、1980 年代後半の「デッカー・プラン（Plan-Dekker）」、「シモンズ・プラン
（Plan-Simons）」の構想に始まり、今日に至るまで、医療・介護制度改革が紆余曲折を経ながら
も継続的に実施されてきている。オランダも日本同様に社会保険方式を中心に医療・介護制度
が組み立てられており、制度改革の中心に医療・介護保険の制度改革がある。オランダの場合、
1960 年代中盤から、ほぼ同時期に医療保険（短期医療保険）、介護保険（「特別医療費保険」）が
導入され、両者が密接な関わりを持って、運営され、制度改革の時にも両者が同時に改革の対
象としてセットで取り上げられてきていることから、制度改革は、医療・介護制度改革と呼ぶ
ことがふさわしい。

オランダの医療・介護制度改革で、「デッカー・プラン」以来今日に至るまで、変わらず中心
にあるのが、「保険者」を核にした競争原理の導入の考え方である。「規制された競争（Regulated 
Competition）」と呼ばれるこの考え方は、競争原理を利用して、効率的かつ消費者にとって適

第 1章
近年のオランダの医療・介護保険制度について

大森正博（お茶の水女子大学）

表 1　2006 年以降の保険別費用の年次推移　　　（単位：100 万ユーロ）
2006 2007 割合（2007 年）

特別医療費保険（AWBZ） 23195 22972 43.5%

健康保険（ZVW） 26849 26266 49.7%

その他 3364 3584 6.8%

合計額 53407 52822 100.0%
（出典）　CVZ　
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当な医療サービスを提供するための制度設計のアイディアである。近年、日本の医療保険制度
改革の構想において、保険者の役割に焦点をあてた「保険者機能」の議論があるが、オランダの
試みと共通している部分がある。

デッカー・プランの当初のアイディアでは、医療保険、介護保険を統合した形で「規制され
た競争」を導入することになっていたが、1995 年の改革のあたりから、特に短期医療（オラン
ダでは、“Compartment 2”と呼んでいる。）の部分に限定して、「規制された競争」を導入する制
度改革の方向性が定着しつつある。最近の大きな制度改革として、2006 年 1 月に施行された
改革がある。複数の制度が並立していた“Compartment 2”（日本の医療保険にあたる。制度の
詳細については後述。）において、保険制度の一本化が予定されており、また、保険者に営利
を認めるという意味での保険の民営化が実現した。そして、同じ“Compartment 2”において、
保険の免責制度（Personal excess）、保険料の返還制度（no-claim refund system）が一時的に導
入され、現在では、強制控除（Compulsory Deductible）に制度が統一されている。

本稿では、今日のオランダの医療、介護保険の現状について解説を行う。II では、短期
医療サービスをカバーする医療保険（“Compartment 2”）について、III では、長期療養、介
護サービスをカバーする介護保険（“Compartment 1”）について、IV では、私的医療保険

（“Compartment 3”）について扱う。V では、結語が述べられる。

II　オランダの医療保険制度（Compartment 2）
　
本節では、短期医療サービスをカバーする“Compartment 2”の制度について解説を行う。

Compartment 2 は、短期の医療費がカバーされる､ 日本でいうところの公的医療保険である
が、近年、積極的に制度改革が行われてきた部門であり、2006 年に今日の制度の基礎を作る
大きな制度改革が実施された。1 この保険は、2005 年までは、加入者の年収、身分によって 3
つの制度が分立していた。3 つの制度とは、疾病基金保険（ZFW, Ziekensfonds Wet）と公務員
保険と「私的保険」である。2006 年の医療制度改革により、Compartment 2 は制度が統合され、
健康保険に一本化されることになった。

（1）被保険者
オランダの居住者、および非居住者であっても支払給与税（payroll tax）を納めている者は、

保険への加入義務がある。保険加入義務の例外は、宗教上ないし人生哲学上の良心的な保険
加入拒否者、及び軍人である。ただし、前者として認められるためには、社会保険銀行（the 
Social Insurance Bank）に適用を申請しなければならない。そして、保険加入拒否者は、該当
する所得比例保険料（後述）と同じ金額の所得税を納めなければならない。この所得税収は、
CVZ が、それぞれの支払者の個人勘定として管理し、支払者が、医療サービスを受けた時に
そこから医療費の支払いを行う。支払者は医療費が個人勘定の残額を超えた部分の医療費につ
いては自己負担しなければならない。軍人に対する医療サービス給付は財源も含めて、防衛省

（Ministry of Defense）が担当している。

1 Compartment 2 における制度改革の内容の詳細は、大森（2006）を参照。
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18 歳未満の子どもは、所得比例保険料、定額保険料を含めて保険料を支払う義務なしに加
入するが、いずれかの親と共に被保険者になる。（18 歳未満の子どもの定額保険料は、国が負
担する。負担金額は、2007 年で 22 億ユーロにのぼる。）

保険に加入するためには、被保険者は社会保険番号（Social Security Number, Burgerservir, 
BSN）を取得している必要がある。被保険者は、年度の初めに加入する“Care Insurer”を選択
する。日本のように職業、住居によって加入する保険が決まっている方式と対照的である。サ
ラリー・パーソンとその家族については、企業によって団体契約の形で保険が準備されている
場合がある。

　
（2）保険者
Compartment 2 の保険者は私的な健康保険会社であり、“Care Insurer”と呼ばれている。従

来、Compartment 2 の保険者は健康保険金庫と私的保険会社が分立していた。保険者は、健
康保険法の上で非営利を義務づけられており、配当を禁止されていた。健康保険金庫は、一
定所得未満の人々の保険を提供し、それ以外の一定所得以上の人々は、基礎パッケージ（Basic 
Package）の供給を私的保険会社に義務づける形で事実上の国民皆保険が実現していた。しか
し、2006 年 1 月 1 日から Compartment 2 の保険者は、私企業としての性格を持たされること
になった。つまり、Compartment 2 において保険者となるためには、オランダ中央銀行（the 
Dutch Central Bank、DNB）から生命保険以外の中で特定分野の免許を許可されていればよい。
ここで、特定の分野とは、労働災害と労働傷病、疾病のことを意味する。言い換えると、これ
らの免許を所持していれば、営利か非営利かを問わず、Compartment 2 への参入が可能にな
る。かくして、配当を行う営利の民間のノンライフの保険会社も Compartment 2 への参入が
可能になった。

Care Insurer は、（表 2）にある通りである。2006 年までは、疾病基金保険会社（Sickness 
Fund）と私的保険会社が併存している状況であったが、2006 年の医療保険制度改革により、
両者は同じ私法の下で運営を行う立場になった。非営利組織のみならず、利潤を追求し、配当
を行うことのできる営利企業も Compartment 2 の保険サービスを提供できることになった。
Compartment 2 の市場は、4 大保険会社が 88％のシェアを占める寡占市場になっている。4 大
保険会社は、Achmea、UVIT、CZ、Menzis の 4 社であり、このうち、Achmea のみが営利
企業であり、残りの 3 社は非営利企業である。依然として、非営利企業が Compartment 2 の
市場の大きなシェアを持っているのが実情である。

保険者は、加入を求めてきた者に政府が決めた基礎的保険（Statutory Basic Insurance）を販
売しなければならず、保険加入を拒否することは禁じられている。また、保険商品の製品差別
化を以下に示すように多少は出来るものの、同じ保険商品については、年齢、性別、身体状況
などによって保険料を差別化することは禁止されている。つまり、保険者が被保険者のリスク
状況に応じて、リスク・セレクション（Risk Selection）を行えないようにしている。

保険によってカバーされるサービス内容は、CVZ の勧告に基づいて国が決定する。サービス内
容をさらに細かく定義する必要がある場合は、the Health Care Insurance Board が決定する。2 

Care Insurer の提供する保険商品は、2005 年までは現物給付のみであったが、2006 年から

2 Wilemijn Schafer et al. （2010）pp. 64-65.
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費用償還方式の保険商品の提供も可能になり、製品差別化が進んでいる。前者を現物給付モデ
ル（In-kind model）、後者を費用償還モデル（Restitution model）という。現物給付モデルの契約
を消費者が選択すると、消費者は保険者が雇用しているか、契約を行っている医療サービス供
給者からサービスを現物給付で受けることが原則になるが、保険者が契約していない医療サー
ビス供給者からサービスを需要することもできる。その場合には、保険者が契約時に設定し、
公表している料金、「予約なしの料金（Walk-in tariff）」に基づいて一定の金額の費用償還を受け
ることができる。

一方、費用償還モデルは、被保険者が、保険者が契約をしていない医療サービス供給者から
サービスを受ける場合に対応している。被保険者は医療費をいったん医療サービス供給者に支
払い、保険者から費用償還を受ける。保険者は費用償還の額に上限を設けることは規制されて
いるが、医療サービスの市場実勢価格よりも高い費用を償還することは強制されていない。

表 2　Care Insurer の状況
Care Insurer のグループ Care Insurer
Achmea Agis Zorgverzekeringen NV

Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
FBTO Zorgverzekeringen N.V.
Interpolis Zorgverzekeringen NV
OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV

AZVZ OWM AZVZ U.A.
CZ Delta Lloyd Ohra Delta Lloyd Zorgverzekering N.V.

OHRA Ziektekostenverzekering N.V.
OHRA Zorgverzekeringen N.V.
OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua

De Friesland De Friesland Zorgverzekeraar
DSW Zorgverzekeraar DSW UA
ASR ASR Ziektekostenverzekeringen N.V.
Menzis Anderzorg Zorgverzekeraar

Menzis Zorg en Inkomen
OWM AZIVO Algemeen Ziekenfonds de Volharding UA

ONVZ ONVZ Ziektekostenverzekeraar
Salland OWM Salland Zorgverzekeringen UA
Stad Holland OWM Stad Holland Zorgverzekeraar UA
Univé-VGZ-IZA-Trias IZA Zorgverzekeraar NV

IZZ Zorgverzekeraar N.V.
Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda NV
N.V. Univé Zorg
NV Zorgverzekeraar UMC
Trias Zorgverzekeraar NV
VGZ Zorgverzekeraar N.V.

Zorg en Zekerheid OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA

Tabel 1: overzicht zorgverzekeraars op 1 januari 2010 (bron: UZOVI-register Vektis)
（出典）Vektis. Jaarcijfers 2010 – Zorgverzekeraars en -financiering – pagina 2

　　　（Vektis > Publicaties <http://www.vektis.nl/index.php/publicaties>）
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保険者は、さらに現物給付モデルと費用償還モデルを組み合わせた保険商品を提供すること
も許可されている。

2009 年の数字では、オランダ居住者の 40％が現物給付モデル、25％が現金給付モデル、残
りの人々が現物給付モデルと現金給付モデルの組合わせ型の保険商品を契約している。3 

オランダの保険者の特徴は、被保険者に対する医療サービスの価格、品質について、医師を
始めとする医療関係者、病院などのサービス供給者と交渉を行い、契約することにある。た
だし、サービスの価格については、医療料金法（The  Health  Care  Charges  Act(WTG)）に
よる規制があり、CTG/ZAio（National  Health  Tariffs  Authority/Care Authority,College 
Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o.）において決められた診療報酬点数を上限とし
て、交渉によって決定することができる。いわゆる上限価格規制（Price Cap Regulation）が適
用されている。4  

また、保険者は営業を行う地域についても規制を受けている。被保険者数が 85 万人以上で
あれば、一部の地域に限定して営業を行うことはかなわず、全国展開しなければならない。オ
ランダの保険者は、一定の規制を受けながらも、競争的な制度的環境の下で行動していると言
える。

オランダの Compartment 2 の保険者の置かれている競争的な環境を理解するためには、医
療費の財源調達の仕組みについて知る必要がある。（表 3）は、Compartment 2 の収入状況を示
している。Compartment 2 の財源は、主として、以下の 3 種類の財源から成っている。以下
の内、②、③は、Care Insurer に集められる。

①　定額保険料（nominal contribution）
②　所得比例保険料（percentage contribution）
③　政府補助金（Government grant）
④　一部負担（Out of pocket payments）

3 Wilemijn Schafer et al.（2010）P.66.
4 Ministry of Health,Welfare and Sport（2002（a））P. 23-24 および P.62-63 を参照のこと。

表 3　Compartment 2 の収入
2007 2008 2009 割合

所得比例保険料 14726.3 16917.6 16651.5 51.2%
定額保険料 10110.1 12423.2 12236.2 37.6%
政府補助金 1.8575 2.072 2.0807 0.0%
no-claim benefit 1958.9 ― ― 0.0%
強制控除 ― 1384.7 1451.5 4.5%
contribution agreement recipients 56.9 88.4 96.7 0.3%
未払い者の支払い ― ― 1.7 0.0%
国際的解決 3.6 3.1 4.8 0.0%
良心的保険未加入者 1.9 0.6 2.3 0.0%
合計 28715.3 32889.6 32525.4 100.0%
単位：100 万ユーロ
出典：CVZ
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最初に、④についてである。被保険者は原則として自己負担無しで医療サービスを需要する
ことができるが、2 つの例外が存在する。1 つは、保険契約のときに現物給付モデルを選んだ
が、保険者が契約をしていない医療サービス供給者からサービスを受けた場合である。もう 1
つは、医療サービスの種類によって、自己負担が必要なサービスが存在する場合である。

また、2008 年から導入された強制控除（Compulsory Deductible）によって、GP のサービス、
産科・分娩サービス、22 歳未満の歯科治療以外の医療サービスについて一定金額まで自己負
担をしなければならなくなった。強制控除による患者の自己負担は、保険者に支払われること
になる。ただし、2009 年より、患者がいくつかの条件を満たした時に、保険者は患者に強制
控除分の自己負担を徴収しないという選択肢も採ることができるようになった。その条件は、
患者が保険者が契約を行っている医療サービス供給者を受診すること、患者が保険者が契約を
行っている薬局から医薬品を購入すること、患者が保険者が契約を行っている医療扶助を受け
ること、糖尿病、鬱病、循環器疾患、COPD 等に対する予防サービスを受けた場合である。5 

所得比例保険料は、支払給与税の対象となっている給与に関連して決められる。2010 年の
保険料は、被用者は 7.05% で、被用者でない人々は 4.95% である。（2011 年の保険料率は、被
用者は 7.75%、（被用者でない人々は 4.4%）である。）保険料は被用者の場合は給与から天引きで、
オランダ税・関税庁（Dutch Tax and Customs Administration, Belastingdienst）が集める。

所得比例保険料については、助成措置が用意される。被用者の場合は、雇用環境に応じて必
要になる医療サービスの費用を勘案して、使用者が保険料の一部を負担する。自営業者、退職
者については、この措置は適用されない。また、先述のように 18 歳未満の子どもは親、養父
母の保険に加入していれば、所得比例保険料を支払う必要はない。

国は Compartment 2 に対して、補助金を投入する。補助金の投入にはいくつかの根拠が存
在する。1 つは、18 歳未満の被保険者の保険料の補填を行うことである。第二に保険者が財政
危機に陥ったときの補助金である。そして、戦争やテロなどの交戦時にも補助金は投入されうる。

定額保険料は、各保険者が 18 歳以上の被保険者に対して課す。（表 3）を見ると分かるよう
に、定額保険料は、Compartment 2 の収入の約 37.6％を占めており、収入の中で重要な位置
づけがされている。6 

所得比例保険料、政府補助金は、一度、一般基金（General Fund, AK （Algemene Kas））
に集められる。この基金に集められた資金を、マクロ医療予算（The Macro Health Care 
Budget）と呼ぶ。この予算額は、厚生・スポーツ省が作成した予算教書である「医療覚え書き

（The Health Care Memorandum）」に基づいて決定される。健康保険審議会（CVZ）は、厚生・
スポーツ大臣（Minister of Health, Welfare and Sport）の監督の下で、大臣が提示した予算配分
の一般的原則に則って、この一般基金を管理し、それぞれの Care insurer に予算を配分する。
予算は、過去の実績に基づいて決められる部分（historical basis）と保険加入者のリスクに応じ
て決められる部分（normative basis）から成る。各保険者には、リスク調整型人頭払い（Risk-
adjusted Capitation Payment）の形で予算が与えられるが、リスク調整指標（Risk adjuster）と

5 Wilemijn Schafer et al. （2010） pp. 76-77. 2010 年には年間 165 ユーロまでの自己負担をしなければならなく
なった。

6 定額保険料が所得に比して高額になり支払えない被保険者が出てくると、Compartment 2 へのアクセス
が難しくなる可能性がある。この事態を回避するために、医療サービス手当法（Health Care Allowance 
Act）が準備されている。具体的には、被保険者にミーンズ・テストを行い、国から定額保険料の補助金
を与える。Ministry of Health,Welfare and Sports（2005）P. 41-48。
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しては、年齢・性別、FKG（Pharmacy Cost Group）、GGZ-FKG （精神医療の薬剤費のコスト
グループ）、DKG（Diagnostic cost group）、所得、居住地域、罹患のリスク、社会経済状況な
ど 20 を超えるものが採用され、精緻化されてきている。

この様に決定された予算よりも、現実にかかると予想される費用が上回ると考えるとき
には、Care insurer は、保険加入者に対して定額保険料を科す。（表 4）には 2010 年の Care 
Insurer の定額保険料の状況が示されており、Care Insurer によって、定額保険料に差異があ
ることが分かる。7 

この様な、オランダの Compartment 2 における財源調達の在り方は、「規制された競争
（Regulated Competition）」を体現している。「規制された競争」とは、以下のような仕組みを意
味する。保険者は、加入している被保険者のリスクに応じて、事前的費用償還を受け、診療報
酬の上限価格規制などの制約下で、医師、医療機関などとサービスの価格、質について、交渉

7 CVZ（College voor zorgverzekeringen）の website による。

表 4　定額保険料（2010 年）
Care Insurer 定額保険料（年）

Anderzorg 996
Univé Zekur 960
CZ Direct 1032
TakeCareNow (Agis) 1053
FBTO Internetverzekering 1053
Salland 1161
OHRA 1074
CZ 1125
AGIS/Pro Life 1146
DSW 1080
FBTO 1146
Zorg & Zekerheid 1173
Zilveren Kruis Achmea 1158
OZF Achmea 1173
Stad Holland 1110
Avéro Achmea 1177
De Friesland 1151
VGZ 1132
Menzis 1137
Azivo 1149
Trias 1151
ONVZ 1152
Delta Lloyd 1182
Univé 1167
PNO 1176
IZA 1167
De Goudse 1199
Amersfoortse 1211
単位：ユーロ
出典：CVZ
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し、契約することができる立場にある。保険者は、被保険者から毎年 1 回選ばれるので、消費
者にとってよりよいサービスを医師、医療機関などから供給してもらえるように努力するイン
センティブを与えられ、結果として、被保険者に最も望ましい医療が提供されるというのがそ
の筋書きである。具体的には、保険者は、事前的費用償還の金額よりも実際に医療サービス供
給者に支払った費用の方が大きく、赤字が出ると、被保険者に定額保険料として請求しなけれ
ばならないので、できるだけ定額保険料が低くてすむように、サービス供給者との交渉を行
い、費用の効率的使用を試みる。被保険者がサービスの価格、質を評価できるという前提のも
とでは、保険者は、定額保険料を低くする努力ばかりでなく、サービスの質を高める努力をし
なければならなくなる。

この様な「規制された競争」のアイディアは、オランダでは、1980 年代後半の「デッカー・プ
ラン（Plan-Dekker）」、「シモンズ・プラン（Plan-Simons）」の構想に端を発し、今日に至るまで、
紆余曲折を経ながらも継続的に実施されてきている。8 オランダの医療・介護制度改革で、「デッ
カー・プラン」以来今日に至るまで、変わらず中心にあるのが、「保険者」を核にした競争原理の
導入の考え方である。「規制された競争」は、競争原理を利用して、効率的かつ消費者にとって
適当な医療サービスを提供するための政策的手法のアイディアである。

デッカー・プランの当初のアイディアでは、医療保険、介護保険を統合した形で「規制され
た競争」を導入することになっていたが、1995 年の改革のあたりから、特に Compartment 2
に限定して、「規制された競争」を導入する政策選択の方向性が定着しつつある。2006 年 1 月か
ら実施された新しい医療保険制度改革では、この方向性がますます明確になってきている。

2006 年 1 月 1 日から、保険者を私企業として位置づけ、保険者に営利を認め、制度を一
本化し､ 市場を広くした。また、現物給付のみならず、償還払い制度、および両者の組み合わせ
を可能にし、多様な保険商品の開発を可能にするなど、保険者の競争のための手段を充実
させたことも注目に値する。また、オランダ医療サービス庁（Netherlands Care Authority, 
Nederlandse Zorgautoriteit, NZa）を設置し、医療サービス市場の監督者の役割を担わせ、医
療サービス市場における競争の促進を図っていることも注目される。

この様な Compartment 2 における「規制された競争」の成果の評価には慎重でなければなら
ないが、保険者の規模拡大、統合が進んだことは事実である。
（表 5）は、被保険者数を保険の規模とみなして、保険者の規模の年次推移をみたものであ

る。2002 年には、健康保険金庫が 25、私的保険が 46 あったのが、2006 年には保険者数が 33
まで一気に減少したことが分かる。2005 年から 2006 年の保険者数の減少がもっともドラス
ティックであるが、その主たる要因は保険者の合併およびグループ化による規模の拡大であ
る。（表 5）によれば、2002 年には被保険者数 1000000 人以上の保険者が、健康保険金庫では 2、
私的保険では 0 であったが、2007 年には 5 に増加している。一方、被保険者数が 50000 人未
満の保険者数は、2002 年に疾病基金保険では 5、私的保険では 20 で、あったが、2007 年に
は 3 まで減少している。2007 年に、保険者は 5 グループ（Achmea, Delta Lloyd-Ohra, Menzis, 
UVIT, Geen groep）、32 まで減少している。

8 Dekker Committee. 1987. Willingness to change 1987。
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「規制された競争」による保険者間の競争を促す一方で、Compartment 2 では、被保険者に
対しても、保険について、様々なオプションを準備していることが注目される。免責控除制度

（Compulsory Excess, Voluntary Excess）は、強制のもの (Compulsory Excess) と 18 歳以上の
被保険者が自ら免責控除金額を設定する任意のもの (Voluntary Excess) があり、その金額以内
の医療費は自己負担とする。前者の強制のものについては、2009 年には 155 ユーロ、2010 年
には 165 ユーロに設定されたが、GP サービス、助産師サービス、出産サービス、インフルエ
ンザ診療、肺がん検診などのサービスは対象外である。9 後者の任意のものは、プライマリー
ケアを対象としており、強制の免責控除制度 155 ユーロ分の適用後、100 ユーロ単位で 100
ユーロから 500 ユーロまで設定できる。任意のものを選択すると、定額保険料の割引を受ける
ことができる。10  

III　特別医療費保険（AWBZ） 

　本節では、オランダの介護保障の中心を担う特別医療費保険について、解説する。11  

（1） 保険者、被保険者
特別医療費保険の被保険者は、オランダの居住者およびオランダで雇用され、給与税

（payroll tax）を納めている者であり、これらの条件に該当する者は、強制加入である。2 つの
例外がある。第一に、信仰上、人生哲学上の理由で加入を希望しない者である。これらの人々

表 5　Compartment  2 の保険者数の加入者数による分布
健康保険（ZFW） 私的保険 健康保険（ZVW）

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2006 2007
被保険者数（人）
1000000 ― 2 3 3 3 0 0 0 0 5 5
500000 ― 1000000 5 4 5 5 3 3 4 4 5 3
400000 ― 500000 4 2 1 0 0 0 0 0 3 4
300000 ― 400000 4 3 4 4 3 2 2 2 4 5
200000 ― 300000 2 2 1 2 3 3 4 3 1 0
100000 ― 200000 1 1 1 1 9 10 8 9 6 7
50000 ― 100000 2 2 2 3 8 8 3 3 5 5
 ― 50000 5 5 5 4 20 18 14 14 4 3
合計 25 22 22 57 46 44 35 57 33 32

＊ 2006 年より疾病基金保険と私的保険が統合されたので、2006，2007 年は、Care Insurer の数を示している。
VEKTIS (2004) P.12、VEKTIS (2005) P.12 VEKTIS (2006) P.14,VEKTIS (2007) P.22,VEKTIS (2008) P.20
より筆者が作成。 

9 2008 年より廃止になったが、2006 年からそれまでは、無事故払戻制度（No-claim refund）が設けられていた。
無事故払戻制度は、医療サービスの利用が無かったか、あったとしても少なかった場合に、定額保険料の
一部を被保険者に返金する仕組みである。ただし、この制度は、GP サービス、助産師サービス、出産サー
ビスなどのサービスは対象外であった。

10 Compartment 2 では、サービスによって被保険者が自己負担を支払うケースがあるが、その場合の自己負
担金額は、免責控除制度の適用においては考慮されない。

11 III 節は、大森（2011）に多くを負っている。
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は、AWBZ の保険料を納付する代わりに同じ金額の一般所得税を納付することになる。これ
らの人々は、AWBZ のサービスを受ける必要がある時には、受ける権利を持っているという
扱いになる。第二の例外は軍人であるが、彼らは軍隊の準備する軍隊医療サービス（Military 
Health Care Service,Militair Geneeskundige Dienst）を受診することになる。12 なお、AWBZ
の加入は個人単位である。

特別医療費保険の保険者は国である。私的な主体である Care Insurer が保険者になってい
る健康保険（ZVW）とは対照的である。Care Insurer は、健康保険の保険者であり、（表 2）にあ
るとおりである。これらは、相互会社（Mutuals）、公的有限会社（Public Limited Company）
である。13 前者は非営利の協同組合であり、後者は株式を発行し、株主総会が最高意志決定機
関である営利企業である。これらは、開業するためには、オランダ銀行（De Nederlandsche 
Bank: DNB, Dutch Central Bank）の認可を受ける必要があり、独占禁止政策においては、他
産業の私企業と同様にオランダ競争庁（Nederlandse Mededingingsautoriteit: NMa, Dutch 
Competition Authority）の規制下にある。14

特別医療費保険において、保険の実際の事務、運営については、健康保険の保険者であ
る Care Insurer が重要な役割を果たしている。32 の圏域（Region）ごとに主としてその圏域

（Region）において最もシェアの大きい Care Insurer が Care Office（zorgkantoor）となり、国
の保険代行者として、特別医療費保険の保険業務を行っている。

実際の手続きとしては、被保険者は皆、健康保険（ZVW）に強制加入させられているので、
その保険者である Care Insurer が、被保険者の居住している圏域（Region）の Care Office に
なっている Care Insurer に、特別医療費保険の保険業務を委託するという形になる。Care 
Office になった Care Insurer の保険業務は、サービス供給者との契約、保険料徴収、被保険
者の相談受付等である。

（2）給付 （Benefits）
特別医療費保険によって給付されるサービスの内容は、「機能 （Function）」によって定義さ

れている。「個人サービス（Personal Care）」、「看護（Nursing）」、「支援的ガイダンス（Supportive 
Guidance）」、「 活 性 化 ガ イ ダ ン ス（Activating guidance）」、「 治 療（Treatment）」、「 宿 泊 施 設

（Accommodation）」である。
「機能」による定義とは、カバーされているサービスについて、具体的なサービス名を明記す

るのではなくて、その役割、機能を表記することにより、その機能を発揮できるより広いサー
ビスを対象とするという考え方に則っている。つまり、同じ機能を果たすより広範なサービス
を対象に含めることで、サービスの代替性の確保を図り、あわよくば、より費用の低いサービ
スで代替することを視野に入れていると考えられる。

以下では「機能」の具体的な内容を記していく。
① 個人サービス（Personal Care）

具体的には、シャワー・入浴、着衣、ひげそり、スキンケア、飲食、排泄等を含んでいる。

12 Wilemijn Schafer et al. （2010）P.68.
13 Wilemijn Schafer et al.（2010） P.100 を参照。
14 Dekker Committee. 1987. Willingness to change 1987。
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② 看護（Nursing）
包帯、注射、病気の相談、自己注射の指導が含まれる。

③ 支援的ガイダンス（Supportive Guidance）
より快適な生活をするためのガイダンス（自律的に生活できるための援助）を意味し、例
えば、デイケア、日常生活で行うことの準備等が含まれる。

④ 活性化ガイダンス（Activating Guidance）
行動、心理における問題があるときに、その改善を促す。社会活動への参加の援助等が
含まれる。

⑤ 治療（Treatment）
慢性疾患のケアを意味する。例えば、認知症のケアが含まれる。

⑥ 宿泊サービス（Accommodation）
施設サービスが含まれる。

特別医療費保険は、高齢、障害、精神疾患という 3 つの分野のリスクをカバーしている点
が特徴である。特別医療費保険は、「途方もない費用のかかるリスク（Catastrophic risk）」をカ
バーする保険として位置づけられており、高齢者介護、身体障害者介護、精神保健がその対象
であると考えられている。

次に、特別医療費保険によるサービスの利用状況を具体的に見てみよう。（表 6）は、2007 年
から 2009 年の特別医療費保険の費用の状況を示している。2009 年で見てみると、総費用は
234 億 1240 万ユーロであり、その内、看護・介護が 53.6% と半分以上を占めている。その
他、障害者ケアが 27.3%、精神保健が 6.8% を占めているが、8.4% を占めている個人介護予算

（Persoonsgebonden budget: PGB, Personal Care Budget）が年々シェアを増加させていること
も注目される。

表 6　特別医療費保険の費用
2007 2008 2009

看護・介護サービス
11,359.9 12,054.6 12,552.0

49.5% 54.7% 53.6%

障害者ケア
5,243.8 5,880.6 6,392.4
22.8% 26.7% 27.3%

精神保健
4,253.5 1,559.6 1,597.9
18.5% 7.1% 6.8%

その他のケア
272.9 304.0 295.2
1.2% 1.4% 1.3%

PGB 補助金
1,339.0 1,660.8 1,958.0

5.8% 7.5% 8.4%

その他の費用
497.6 576.0 617.0
2.2% 2.6% 2.6%

合計
22,966.6 22,035.6 23,412.4

100% 100% 100%

（出典）CVZ（College voor zorgverzekeringen）>Health care statistics > AWBZ expenses 2007-2010　
<http://www.cvz.nl/en/healthcarestatistics/awbz-expenses/awbz-expenses.html>　
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（3）給付の方式
サービスの給付は、現物給付（In-kind benefit）が中心であるが、現金給付（Cash benefit）もあ

る。個人介護予算（PGB）がそれにあたる。15

個人介護予算は、サービスの予算を被保険者に現金で与え、被保険者が自らサービスを
選択して購入することを意味する。16 個人介護予算は、特別医療費保険による個人介護予
算（PGB from AWBZ）に加えて、社会支援法による個人介護予算（PGB from WMO（Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning））、社会雇用法による個人介護予算（PGB from WSW（Wet 
Sociale Werkvoorziening））がある。特別医療費保険による個人介護予算は、1991 年に社会実
験で導入され、1995 年から本格的に導入された。当初は、在宅サービスにのみ利用できたが、
2003 年には、個人介護予算の利用基準がより明確化され、2007 年 7 月より施設サービスにも
利用できるようになり17、利用者は増加してきており、2009 年 12 月には 111,813 人の利用者が
いる。これは特別医療費保険の利用者数の約 10％を占めている。18（表 7）は特別医療費保険の
個人介護予算支出の年次推移、（表 8）は特別医療費保険の個人介護予算の平均利用者数の年次
推移を示しているが、総支出、総利用数が急速に増加していることが分かる。個人介護予算の
増加の要因として、一つは、インフォーマルケアの利用の増加がある。Ramakers 等の調査に
よれば、個人介護予算の選択者の 33％は、インフォーマルケアを利用するためであると答え
ている。19 さらに、Ramakers 等は、2004 年から 2007 年にかけて個人介護予算の利用増の要因
を分析しているが、最大の要因は、18 歳未満の精神保健サービスの利用者の増加であり、次
に大きな要因は高齢の身体障害者の増加であった。20

表 7　特別医療費保険における個人介護予算支出の年次推移　　　　　　　　　　　　　単位：100 万ユーロ
2002 2003 2004 2005 2006 2007

PGB old-Care and nursing（個人介護予算（旧制度）（看護・介護）） 243.9 290.9 108.6 34.7
PGB old-handicapped（個人介護予算（旧制度）（身体障害者）） 156.3 191.8 152.8 102.4
PGB old-mental health（個人介護予算（旧制度）（精神保健）） 13.3 40.6 9.8 1.3
PGB new（個人介護予算（新制度）） 130.0 450.5 783.4 1,136.0 1,309.0
合計 413.5 653.3 721.7 921.8 1,136.0 1,309.0

＊個人介護予算制度（PGB）は、2003 年より新制度が導入され、サービスの種類毎に異なる運用が行われていた旧制度は
統合された。2003 ー 2005 年は経過措置で旧制度が残った。

（出典）　CVZ,  Zorgci ｊ fers kwartaalbericht 2008, Financiële ontwikkelingen in de Zvw en AWBZ, 1e kwartaal 2008,
CVZ, 2008, p.42. 
<http://www.cvz.nl/binaries/content/documents/cvzinternet/nl/documenten/zorgcijfers+kwartaalberichten/zckb0801.pdf >
より筆者が作成。

15 2010 年は、事前支払いで一度に年間 2,500 ユーロ、半年に 2,500 ユーロ（年間 5,000 ユーロ）、3 か月に 1 回
（年間 4 回）総額で 5,000 〜 25,000 ユーロ、毎月、年間 25,000 ユーロ以上といった選択肢がある。

16 実際には、被保険者の指定する銀行口座に振り込まれる。
17 Elke Decruynaere（2010）p.17 を参照。
18 Elke Decruynaere（2010）p.4 を参照。
19 Ramakers et al.（2008）を参照。
20 Ramakers et al.（2008）を参照。
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また、現金給付を選んだ場合、現物給付にかかる費用から 25％減額して給付される。この
様な措置を執る背景には、現金給付の方が、被保険者が効率的にサービスを購入することがで
きるという仮定がある。

現物給付を選んだ利用者は、サービス提供者を自由に選ぶことができる。実際に利用者に
サービスを提供するためにサービス供給者と契約を行ったり、事務を行うのは、Care Office
である。

（4）特別医療費保険の財政
次に、特別医療費保険の財政状況を見ておこう。（表 9）は、2007 年から 2009 年の特別医療費

保険の財政における収入の状況を示している。
2009 年で特別医療費保険の収入の 67.7% は保険料が占めている。特別医療費保険の保険料

率は、所得比例であり、課税所得の 12.15%（2011 年）である。ただし、保険料が課される所得
には上限がある。21 なお、15 歳以下の者は保険料が免除され、15 歳以上でも課税所得のない者
は、保険料は免除される。保険料は、被用者の場合は、使用者が給与より天引きを行い、内国
歳入庁へ納付する。自営業者等、被用者でない者は内国歳入庁へ直接納付する。納付された所
得比例保険料は、特別医療費保険一般基金（Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: AFBZ, 
General Fund for Exceptional Medical Expenses）に集められ、健康保険委員会（College voor 
Zorgverzekeringen:CVZ,Health Care Insurance Board）が管理している。22 

また、利用者による一部負担が特別医療費保険の収入の 7.8% を占めている。特別医療費保
険は、サービスの利用について利用者による一部負担があり、一部負担は所得の高い者が多く
負担する形になっている。

表 8　特別医療費保険の個人介護予算の平均利用者数の年次推移　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

2002 2003 2004 2005 2006 2007

PGB old-Care and nursing（個人介護予算（旧制度）（看護・介護）） 30,648.5 32,795.5 15,328.5 4,968.1

PGB old-handicapped（個人介護予算（旧制度）（身体障害者）） 10,180.5 11,702.8 8,749.5 5,092.7

PGB old-mental health（個人介護予算（旧制度）（精神保健）） 1,405.5 3,014.0 895.2 109.3

PGB new（個人介護予算（新制度）） 14,466.5 39,844.4 66,456.4 87,641.5 76,560.5

合計 42,235.0 61,979.0 64,817.6 76,627.0 87,641.5 76,560.5

＊個人介護予算制度（PGB）は、2003 年より新制度が導入され、サービスの種類毎に異なる運用が行われていた旧制度は統合
された。2003 ー 2005 年は経過措置で旧制度が残った。      

（出典）　CVZ,  Zorgci ｊ fers kwartaalbericht 2008, Financiële ontwikkelingen in de ZVW en AWBZ, 1e kwartaal 2008, 
CVZ, 2008, p.42. 
<http://www.cvz.nl/binaries/content/documents/cvzinternet/nl/documenten/zorgcijfers+kwartaalberichten/zckb0801.pdf >

より筆者が作成。

21 特別医療費保険の保険料が課される所得の上限は 32,738 ユーロ / 年（2010 年）である。
22 Wilemijn Schafer et al.（2010）P. 76 を参照。
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一部負担は、施設サービスと施設外サービスで異なる。23 施設外サービスの場合、利用者は、
ケアの時間 1 時間あたり 12.60 ユーロを支払わなければならない。ただし、一部負担は、所
得、世帯構成員の数、利用者が 65 歳以上か否かによって、上限が設定されている。例えば年
間所得が 14,812 ユーロ以下の低所得層であれば、4 週間あたりの一部負担は 17.20 ユーロであ
る。しかし、同じ条件でも、所得条件が異なり年収 40,000 ユーロであれば、4 週間あたりの一
部負担は、307.83 ユーロと高くなる。

施設サービスについては、利用者の一部負担は所得の 12.5% であるが、一部負担の上限は高
（High）、低（Low）の 2 段階になる。低い一部負担が適用されるのは、施設入所後 6 か月の間
か、利用者がいくつかの条件を満たしている場合である。その条件の中には、例えば、利用者
に独立して暮らしている配偶者がいる場合がある。「低」の場合、一部負担の 1 か月あたりの下
限は 141.20 ユーロ、上限は 741.20 ユーロになっている。一方、「高（High）」の一部負担は、1 か
月あたり最大 1,838.60 ユーロである。利用者の所得に比して、一部負担が重すぎると考えられ
る時には、所得の 8.5% の一部負担を行えばよい。

利用者の一部負担を決定するにあたって、利用者の生活状況が考慮に入れられることを付記
しておく必要がある。一部負担を課す時、利用者が、衣服や生活上の雑費に、単身者の場合、
1 か月あたり 276.41 ユーロ、カップルの場合 430 ユーロを確保できるように配慮することに
なっている。

表 9　AWBZ の収入 単位：100 万ユーロ

2007 2008 2009 2010 （予測）
保険料 14,398.4 14,213.7 13,640.0 14,832.8
政府補助金 4,495.4 4,774.3 4,896.4 4,863.3
利用者の一部負担 1,617.6 1,580.2 1,579.0 1,650.4
政府資金 11.0 11.5 12.0 12.0
国際決済 * 5.2 5.2 4.6 4.6
精神保健サービスに対する健康
保険（ＺＶＷ）からの出資 2,800.0 ― ― ―

その他の収入 14.3 15.7 2.9 12.2
合計 23,341.9 20,600.6 20,134.8 21,375.2

2007 2008 2009 2010 （予測）
保険料 61.7% 69.0% 67.7% 69.4%
政府補助金 19.3% 23.2% 24.3% 22.8%
利用者の一部負担 6.9% 7.7% 7.8% 7.7%
政府資金 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
国際決済 * 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
精神保健サービスに対する健康
保険（ＺＶＷ）からの出資 12.0% ― ― ―

その他の収入 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%
合計 1 1 1 1

* 社会保障協定を結んだ国家間での、外国で受けた自国民の医療、外国民が自国で受けた医療の費用についての決済
（出典）CVZ（College voor zorgverzekeringen） >Health care statistics >AWBZ income 2007-2010 <http://www.
cvz.nl/en/healthcarestatistics/awbz-income/awbz-income.html>

23 Esther Mot,Ali Aouragh,Marieke Groot and Hein Mannaerts（2010）pp. 28-29 を参照。
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一部負担の納付については、内国歳入庁の把握している課税所得に基づいて、中央管理庁
（Centraal Administratie Kantoor: CAK, Central Administrative Office）から利用者に請求され
る。24 

特別医療費保険の被保険者負担は、保険料については応能負担の度合いが小さく、利用者の
一部負担において応能負担の度合いが大きいと考えられる。25

特別医療費保険の収入の 24.3% を政府の補助金が占めていることは注目に値する。租税を財
源とする補助金が 2007 年から毎年、約 45-48 億ユーロ拠出されていることが分かる。政府の
補助金が特別医療費保険の財政運営において、不可欠かつ重要な役割を果たしていることが分
かる。

また、被保険者からの保険料徴収、内国歳入庁という租税徴収制度の中で行われているこ
と、一部負担の請求・徴収が、中央管理庁（CAK）という専門の組織を通して行われているこ
とが特徴である。

（5）ケアアセスメント（Care Assessment）－ケアアセスメントセンター
（Centraal Indicatieorgaan Zorg: CIZ, Centre for Care Assessment）の役割

利用者は、先述の機能（Function）1 〜 4、6 を利用するためには、CIZ によるケアアセスメ
ントを受けなければならない。

CIZ は、2,500 名の従業員のいる全国組織であり、本部がドリーバーヘン（Driebergen）にあ
る。26 また、CIZ は、全国 9 か所に支部がある。27

以下では CIZ のケアアセスメントの制度について解説する。28 特別医療費保険の被保険者
は、身体障害（Somatic disorder）、老人精神病（Psycho-geriatric disorder）、精神障害（Mental 
disorder）、 知 的 障 害（Intellectual disability）、 身 体 障 害（Physical disability）、 知 覚 障 害

（Sensory disability）のいずれかが該当する場合に、特別医療費保険のサービスを受ける権利が
ある。

被保険者は、サービスを利用するにあたり、CIZ のケアアセスメントを受ける必要がある。
ケアアセスメントの手続きは、現物給付を選択しても、現金給付を選択しても同様である。ケ
アアセスメントは、原則として申請から 6 週間でサービスの決定が行われることになってい
る。特別医療費保険の被保険者は、CIZ のサイトから申請書をダウンロードするか、CIZ のオ
フィスから申請書を取り寄せ、記入し、利用申請を行う。CIZ は、申請者を市民サービス番号

（Burgerservicenummer: BSN）で識別し、6 つの地区（District）の中から該当するオフィスを選
定し、ケアアセスメントの態勢に入る。29

24 中央管理庁（CAK）は、特別医療費保険（AWBZ）、社会支援法（WMO）の一部負担を計算し、利用者に請求・
納付してもらう業務を行うことを主たる目的として設立された。

25 特別医療費保険の一部負担については、Esther Mot,Ali Aouragh,Marieke Groot and Hein Mannaerts（2010） 
pp. 28-30 を参照。

26 CIZ は、研究部が本部と同じドリーバーヘン、ソーシャルサポート部がユトレヒトにある。
27 9 か所とは、アムステルダム、アッセン（Assen）、ベルヘンオプソーム（Bergen op Zoom）、エンスケー

デ（Enschede）、ヘーレン（Heerlen）、ナイメーヘン（Nijmegen）、ライスワイク（Rijswijk）、ロッテル
ダム（Rotterdam）、ユトレヒト（Utrecht）、ズボーレ（Zwolle）である。

28 Esther Mot,Ali Aouragh,Marieke Groot and Hein Mannaerts（2010） pp.16-19 を参照。
29 CIZ は、オランダ全土を 6 つの地区（District）に分けて、ケアアセスメントを行う。
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ケアアセスメントの基本的な考え方は以下の通りである。CIZ は判断基準に基づいて、申請
者に必要な機能（Function）が、前述の 6 つのどれに当たるかを判断し、それぞれの機能につい
て、必要なサービス量を計算する。30 申請者の状況を分析するにあたって、CIZ は、申請者の
身体状況を見るだけでなく、周りの家族環境、社会環境も見ている。つまり、CIZ は、申請者
が、家族からのケア、友人や近隣の人々からのインフォーマルなケアを受けられる状況にある
か、住居、社会保障サービスの受給状況、労働、教育環境等を総合的に見て、その状況に応じ
て、必要なサービスを考える。具体的には、以下のような要素が考慮される。①家族、友人、
隣人からケアを受けることができるかどうかを考える。その際、これらの人々に介護の休息を
与えるサービス（Respite care、具体的サービスとしてはデイケア等）を提供することも考慮さ
れる。②特別医療費保険のサービスよりも前に、他の公的サービスを受けることができるかど
うかを確認する。③買い物の宅配、子どもの世話など一般的なサービスが利用可能かどうかを
確認する。

この過程で、主治医に意見を求めたり、CIZ の職員が申請者に電話したり、直接訪問したり、
と CIZ と申請者の間でやりとりが行われ、きめ細かいケアアセスメントを行うことができる
状況になっていることが特徴的である。

CIZ はこれらの情報をもとにして、申請者の必要なサービスの種類という観点から粗ニード
（Gross Needs）を決定し、必要なサービス量、ケアアセスメントの有効期限、サービス提供体
制を決定する。サービス提供体制を考える上で、サービスが緊急の時にも利用できるか、近隣
で継続的にサービスが利用できるかどうか、サービス提供者が近隣で、24 時間体制でサービ
スを提供できる体制にあるかどうかなどが考慮される。

CIZ は、次にボランタリーケアの利用可能性について考慮する。通常のケアは家族が行うこ
とが想定されており、それを超えた部分が特別医療費保険のサービスの対象になる。隣人、友
人の中に無償でケアを提供することを厭わない者がいる場合には、これらを除いた部分が特別
医療費保険の対象になる。これらのインフォーマルケアの提供者が休息を取れるようなレスパ
イトケア（respite care）も特別医療費保険のサービスの対象になっている。

次に CIZ は、施設サービスにするか、在宅サービスにするかを決定する。申請者が、治療
に専念できる環境、保護監督の行き届いた環境で暮らしたいと希望する場合は施設サービスを
選択し、申請者が家にいることを望む場合は、たとえ費用対効果の点で好ましくなかったとし
ても、費用が施設サービスのそれを超えない限りは、在宅サービスを提供することになる。

なお、特別医療費保険のサービスを利用するにあたって、被保険者がどの様なケアアセ
スメントを受けることができるかは、一般管理法（Algemene Wet Bestuursrecht, General 
Administrative Law）によって規定されている。

この様にして決まったケアアセスメントの結果は、Care Office に伝えられる。ケアア
セスメントによって施設の利用が必要であるとされた被保険者は、ケア強度パッケージ

（Zorgzwaartepakketten: ZZP, Care Intensity Package）によって、サービスの利用が決定され
る。31 一方、在宅サービスについては、被保険者は、サービスを現物給付にするか、現金給付
30 6 つの「機能（Function）」とは、①個人サービス（Personal Care）、②看護（Nursing）、③支援的ガイダ

ンス（Supportive Guidance）、④活性化ガイダンス（Activating Guidance）⑤治療（Treatment）、⑥宿泊サー
ビス（Accommodation）を意味する。

31 ZZP(Zorgzwaartepakketten) の 英 語 訳 は、”Opinion on separation of housing and care,”(Parliamentry 
document, 26 June 2009) によって、”Care Intensity Package”とされており、本稿でもこれに従った。
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（個人介護予算）にするか、あるいは両者を併用したいかを選択することができ、意思を Care 
Office に伝える。32

（6）ZZP（Zorgzwaartepakketten, Care Intensity package）
ZZP は、施設サービスについて適用されており、看護・介護（Verpleging en Verzorging: 

VV, Nursing and Caring）において 10、精神保健（Geestelijke gezondheidszorg: GGZ, Mental 
Health）において 13、障害者（Gehandicaptenzorg: GZ, Care for the disabled）において 29 の
ケアパッケージ、合計 52 のケアパッケージが用意されている。それぞれのケアパッケージに
おいて、生活、日常活動、治療について必要な援助が定義されている。したがって、利用者
は、そのケアパッケージにおいて、どの様なサービス、援助がどの程度受けられるかが分かる
ようになっている。それぞれのパッケージの価格は、オランダ医療サービス庁（Nederlandse 
Zorgautoriteit: NZa, Dutch Health Care Authority）によって一日あたりの料金として規制され
ており、1 日あたり 55 ユーロから 300 ユーロに設定されている。33

なお、在宅サービスの中で家事、買い物などを手伝う家事援助は、2007 年より社会支援法
（Wet Maatschappelijke Ondersteuning: WMO, Law on Social Assistance）に移管された。ただ
し、専門的在宅介護は、依然として特別医療費保険でカバーされていることに注意する必要
がある。WMO によるサービスの給付の決定は、地方自治体（Municipality）において設置され
た地方委員会（Local council）によって行われる。34 WMO は、家事援助の他、車いす、住宅の
改修、車いす等の移動手段もカバーしている。地方委員会は、WMO のサービス給付を決定す
るにあたって、特別医療費保険と同様に利用者の状態のアセスメントを行う。家事援助等の
WMO でカバーされているサービスと特別医療費保険でカバーされている在宅サービスは相互
関連性が高く、特別医療費保険とは異なる実施主体によってサービスの給付が決定されること
はサービス提供の整合性の観点から望ましくないと考えられるが、地方委員会は、アセスメン
トの実務的な部分を CIZ 等に外注しているところも多い。地方公共団体の 52％は、WMO の
ケアアセスメントを CIZ や他の評価業務を行う組織と共同で行っており、28％は地方公共団
体が単独で行い、21％は CIZ や他の評価業務を行う組織に完全に外注している。35

（7）サービス給付
CIZ によるケアアセスメントによって、提供するべきサービスが決定したところで、実際

のサービス供給が行われる。そこで重要な役割を果たすのが Care Office である。ケアアセス
メントの結果は、CIZ から Care Office に伝えられる。被保険者が施設サービスを利用するこ
とをケアアセスメントが決定した場合、そのサービス内容は前述の ZZP によって表される。
被保険者が、現金給付（個人介護予算）を選んだ場合、Care Office により被保険者の銀行口座
に給付金額が振り込まれ、被保険者は自らサービスを購入する必要がある。被保険者は Care 
Office にサービス支出の内容を報告、説明しなければならない。なお、この給付金額は、現

32 Esther Mot,Ali Aouragh,Marieke Groot and Hein Mannaerts（2010）pp.16-19； Eike Decruynaerer（2010）
を参照。

33 Esther Mot,Ali Aouragh,Marieke Groot and Hein Mannaerts（2010）p.20 を参照。
34 オランダには、州（Province）が 12、地方自治体（Municipality）が 467、存在する。（2005 年）
35 Houten,Gijs van et al.（2008）を参照。
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物給付の場合に換算した費用から 25％減額される。36 なお、被保険者が現物給付を選択した場
合、Care Office は被保険者のために、サービス提供者からサービスを購入する。Care Office
は保険者である国を代行して、サービス供給者との契約等の保険業務を行う。Care Office は、
オランダ医療サービス庁（NZa）から、担当する圏域（Region）の被保険者に対するサービス予算
を与えられ、この予算は、厚生・スポーツ大臣から承認を受ける。Care Office はサービス提
供者とサービスの価格と品質に関する契約を締結する。価格は、オランダ医療サービス庁に
よって、上限価格規制（Price cap regulation）が行われている。37

実際の契約価格が、オランダ医療サービス庁によって認められるかどうかは、この上限価
格規制に適合しているかどうかということ、サービス提供者のサービスの品質指標（Quality 
Indicator）が適当であるかに依存している。

施設への入院・入所サービスの場合、Care Office は、被保険者が選んだ施設と契約を行わ
なければならない。また、被保険者が施設外サービスを必要とし、個人介護予算を選択した場
合は、契約にあたって、価格が上限価格規制に適合していることのみが要件であり、サービス
の品質指標の適合性は問題にならない。

また、被保険者は、現物給付、現金給付、現物給付と現金給付の組み合わせのいずれも行う
ことができることを再度付記しておく。38

（8）社会支援法（Wet Maatschappelijke Ondersteuning: WMO, Law on Social Assistance）
社会支援法（WMO）は、2007 年に成立した。立法の目的は、障害者、高齢者等の社会参加に

制限のある人々の社会参加を援助することにある。WMO は、これらの人々が社会参加を容易
にするための施策を地方自治体（Municipality）が定め、実施することを求めている。具体的に
は、買い物、掃除等の家事援助、車いすなどの移動機器等を地方自治体が提供することである。39

実際に WMO によるサービス給付の決定を行うのは、地方委員会（Local council）である。オ
ランダの地方委員会全ての WMO 関連の毎年の予算は、社会文化計画局（SPC）の作成する公
式に基づいて中央政府が総額を決定し、それが各地方自治体に配分されることになる。この予
算は一般会計予算として配分されるので、実際の支出が予算を下回り、余剰が出た場合、地方
自治体は、その余剰を他の用途に使うことができるため、WMO 関連の予算を効率的に使うイ
ンセンティブを持つ。

2007 年には、全ての地方自治体の家事援助の予算総額は 12 億 1800 万ユーロであったが、
地方自治体の家事援助の予算は 1 億 500 万ユーロの黒字を生み出した。この余剰は、上述のよ
うに他の用途に利用することができる。しかし、これは地方自治体全体の話であって、個々
の地方自治体レベルになると、必ずしも全ての地方自治体が黒字を出しているわけではない。
2007 年には、地方自治体の 16％が予算に対して 25％以上の黒字を出し、半分以上の地方自治
体が 5% から 25% の黒字を出している一方で、地方自治体の 11％が予算に対して 5％以上の
赤字を計上している。40

36 Esther Mot,Ali Aouragh,Marieke Groot and Hein Mannaerts（2010）P.34。
37 NZa（2010） P.5 を参照。
38 Elke Decruynaere（2010）P.7.
39 社会支援法については、Esther Mot,Ali Aouragh,Marieke Groot and Hein Mannaerts（2010）pp.27-28を参照。
40 Pommer et al.（2009）を Wilemijn Schafer et al. 参照。
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WMO のサービス利用には、一部負担が必要である。WMO の一部負担についても、特別医
療費保険と同様に、一部負担の上限が、受給者の所得、受給者が 65 歳以上か否か、家族の数
等によって設定されている。WMO の一部負担については、地方委員会の裁量がきくように
なっているが、一部負担が特別医療費保険の一部負担の最大負担額を上回らない範囲、家事援
助等の WMO のサービス価格を上回らない範囲でという制限がある。

IV　私的医療保険（Voluntary Health Insurance）

既に述べてきたようにオランダの医療保険は、短期医療サービスは Compartment 2 の
ZVW、長期療養・介護サービスは、Compartment 1 の AWBZ と、国の準備した社会保険
によってカバーされているが、これらの社会保険でカバーされていないサービスもある。
Compartment 2 の Care Insurer 等は、これらの社会保険でカバーされていない医療サービス
をカバーする医療保険商品を提供する。これが、“Compartment 3”の私的医療保険である。具
体的には、22 歳以上の歯科治療、眼鏡、慢性的兆候のない患者への理学療法サービス等を例
としてあげることができる。あるいは、一部負担について、これらのサービスは、医学的に必
ずしも必要が無いか、患者が自己負担で十分に購入できると考えられた医療サービスである。
また、医療サービスを受診した時の一部負担自体をカバーする保険商品もある。ただし、強制
控除（Compulsory Deductible）をカバーする保険商品は販売を禁止されている。18 歳未満の子
どもについては、Care Insurer を含む多くの保険会社が、無料の商品を提供しているが、その
大部分は、保護者の私的医療保険に加入するという形態をとっている。

Compartment 2 の Care Insurer は、私的医療保険への加入を求めてきた Compartment 2
の基礎保険に加入している被保険者の加入を拒否することはできない。

オランダの被保険者の 91％が、私的医療保険の商品を購入している。41 

V　結語
本稿では、近年のオランダの医療保険制度、介護保険制度の現状について詳細に見てきた。

特筆するべきは、オランダが、経済理論をはじめとして、理論的背景の元で医療、介護制度改
革を行っていることである。医療、介護サービスは、人々の生活に密着したサービスであり、
受給者、供給者など関係者の利害関係が制度設計の中で交錯することがあるが、経済社会の変
化の中で、持続可能な長期的に安定した制度を構築するためには、やはり、理論的背景に基づ
いた制度改革が望まれる。オランダは、公平性に配慮しながらも、理論的背景に基づいた制
度設計を試みていることが印象的である。短期医療については、「規制された競争」を導入しな
がら、医療制度の効率化を試み、長期療養、介護については、「規制された競争」は導入せずに、
より正確なケアアセスメントの手法を確立し、ケア強度パッケージの開発により効率的な長期
療養・介護サービスの需給を実現しようとしている。

41 Wilemijn Schafer et al. （2010）P.71.
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（1） 全般
・オランダの人口構成は 65 歳以上が 15.2%、80 歳以上が 3.9%（日本は 23.0%、6.4%）。
・オランダ人の平均寿命は日本人より 2 年半短い（オランダ 80.6 年、日本 83.0 年）。
・オランダはフランス・ドイツより医師数も病床数も少ない（表 1）。
・オランダの医療費：2010 年で 505 億ユーロ、GDP の 8.6% 
（OECD Health Data では 12.0%、うち GDP の 3.5% が介護費）

・年齢階級別人口 1 人あたり保健費 （Fig. 3）：ZVW+AWBZ+WMO
・オランダは 1968 年に世界で最初に社会保険で Long-term care （LTC） 制度を導入した。

また、1994 年には個人勘定（現金給付）を導入した数少ない国の 1 つである。
・オランダの 65 歳以上人口の 6.7% が施設介護、12.9% が在宅介護を受けている。
・オランダの高齢者介護費：2010 年で 160 億ユーロ、GDP の 2.7%（日本は 1.6%）。
・オランダでは私的仕組みの活用が進み、年金や医療において公的制度による社会支出の

GDP 比が日本より低い（表 2）。

第 2章
AWBZ の現状と課題：制度・財政面

表 1　7 か国の保険・医療指標（2009 年）

PYOLL ＝ Potential years of life lost
出典：OECD Health Data 2011（Nov. 2011）．

 

表１．7か国の保健・医療指標 (2009年)

フランス ドイツ 日本 オランダ ｽｳｪｰﾃﾞﾝ イギリス アメリカ

出生率（ＴＦＲ） 1.99 1.36 1.37 1.79 1.94 1.94 2.01

平均寿命 (年) 男女計 81.0 80.3 83.0 80.6 81.4 80.4 78.2

PYOLL (0-69歳, 100人；年) m 2.2 2.2 1.8 2.2 1.9 2.5 3.6

   f 4.5 4.0 3.3 3.1 3.1 4.0 6.1

肥満率 (15+, %) 11.2 14.7 3.9 11.8 11.2 23.0 33.8

医療従事者数 (人口千対)

医師 3.3 3.6 2.2 2.9 3.7 2.7 2.4

看護師 8.2 11.0 9.5 8.4 11.0 9.7 10.8

病院病床数  (人口千対)

計 6.6 8.2 13.7 4.7 2.8 3.3 3.1

急性期病床 3.5 5.7 8.1 3.1 2.0 2.7 2.7

平均在院日数(日) acute care 5.2 7.5 18.5 5.6 4.5 6.8 5.4

１人当り外来受診(回/年) 6.9 8.2 13.2 5.7 2.9 5.0 3.9

総医療費の対GDP比 (%) 11.8 11.6 8.5 12.0 10.0 9.8 17.4

総医療費に占める割合(%)    (2002)

公的医療費 77.9 76.9 80.8 62.5 81.5 84.1 47.7

患者負担 7.3 13.1 15.8 5.6 16.7 10.5 12.3

薬剤費 16.1 14.9 19.4 9.6 12.5 11.6 12.0

PYOLL = Potential years of life lost

出典：OECD Health Data 2011 (Nov. 2011).
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（2） ZVW
ZVW は短期医療保険で、100% 民間保険で運営されている。加入者の保険料には所得比例

保険料と定額保険料の２種類がある。所得比例保険料には 2 種類の料率があり、被用者の給
料、公的年金給付、65 歳未満の社会給付に対する料率は 7.1%、自営業者やフリーランスの所
得、私的年金給付、65 歳以上の社会給付に対する料率は 5.0% である。被用者の給料に対す
る所得比例保険料は事業主が負担しなければならないことになっている。一方、定額保険料
は 18 歳以上の市民が支払う。給付の基本パッケージは国によって定められているが、定額保
険料の額は保険会社によって異なる。定額保険料の全国平均値は年 1,100 ユーロである。この
他、18 歳未満の加入者の定額保険料の肩代わりとして、国が財源の 5% を拠出している。

18 歳以上の加入者に対しては一定額 （2012 年で年 220 ユーロ） の免責額（compulsory 
deductible）が課されている。年間の医療費が免責額までの場合は、医療費の全額を加入者が
負担することになる。2012 年の compulsory deductible の平均値は 135 ユーロと推計されて
いる。強制免責額以上に年 100 〜 500 ユーロの範囲で任意に免責額を引き上げることができ

（voluntary deductible）、その場合は 定額保険料が減免される。
表 3 は ZVW の収入・支出を示したものである。2010 年の医療費 505 億ユーロのうち ZVW

の支出 362 億ユーロは 72% に相当する。2010 年の ZVW の収入 336.9 億ユーロにおける各財
源の構成比は、所得比例保険料 50.5%、定額保険料 38.0%、国の補助金 6.3%、免責額（強制＋
任意）4.3% である。2007 年までは前年に医療費を使わなかった人に対して一定額を返す no-
claim rebate rule があったが、この制度は 2008 年から強制免責制に置き換わった（免責額の年
額は 2008 年 150 ユーロ、2009 年 155 ユーロ、2010 年、165 ユーロ、2011 年 170 ユーロ、2012
年 220 ユーロと引き上げられている：この制度は compulsory excess とも言われている）。

（3） AWBZ
AWBZ は 1 年以上の長期入院、障害者ケア、慢性的精神保健、介護に関する保険で、全て

の市民が強制適用される公的保険である。その主要な財源は、課税所得（上限は 2011 年で年
33,436 ユーロ）の 12.15% の保険料である。赤字の場合は不足分を国が補填する。給付はニーズ
に基づいてなされ、子ども以外の受給者は所得比例の一部負担が課されている。介護認定は
CIZ （Centre for Indication Care） の規定する全国基準に従って、機能や必要なケア時間を基
に決められる。2007 年から IADL に関するサポートは AWBZ から切り離されて WMO に移
管された。

 

表2．7か国の社会支出（Public）の対GDP比 (2007年)

(単位：%)

フランス ドイツ 日本 オランダ ｽｳｪｰﾃﾞﾝ イギリス アメリカ

合計(公的制度) 28.4 25.2 18.7 20.1 27.3 20.5 16.2

老齢 11.1 8.7 8.8 5.3 9.0 5.8 5.3

遺族 1.7 2.1 1.3 0.2 0.5 0.1 0.7

障害 1.8 1.9 0.8 2.9 5.0 2.4 1.3

健康 7.5 7.8 6.3 6.0 6.6 6.8 7.2

家族 3.0 1.8 0.8 2.0 3.4 3.2 0.7

出典：OECD Social Expenditure Database 2010.
出典：OECD Social Expenditure Database 2010.

表 2　7 か国の社会支出（Public）の対（2009 年）GDP 比（2007 年）　　　　　　　　　　（単位：％）
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AWBZ の給付は Personal care, Nursing care, Counseling, Treatment, Long-term residence, 
Short-term residence の 6 種類があり、Long-term residence と Short-term residence の給付
は施設入所者に限定される。AWBZ の給付には現物給付と現金給付（個人勘定、PGB）があり、
現物給付を選んだ場合に比べて現金給付の額は低い。現物給付・現金給付のいずれでも、受給
者は年齢・所得・要介護度・世帯状況に応じて一部負担を支払わなければならない。

施設サービスの他に、自宅で暮らしているものの ADL 障害があり、インフォーマル・ケア
を十分うけられない人のためにデイケア・センターやショートステイ・センターが介護サービ
スを提供している。

2010 年の AWBZ の収入 212.4 億ユーロにおける各財源の構成比は、保険料 69.1%、国の補
助金 23.0%、受給者の一部負担 7.7% である（表 4）。

2010 年 の AWBZ の 支 出 244.4 億 ユ ー ロ の 内 訳 を み る と、Personal & Nursing care が
53.8%、障害者ケアが 26.6%、個人勘定（現金給付）が 8.8%、精神保健ケア 6.9%、等となってい
る（表 4）。

AWBZ に関しては効率性の向上、受給者の意向の重視、サービスの重点化、などが求めら
れている。表 5 は高齢者に関して、医療・介護サービスが在宅と施設のそれぞれでどの法律に
基づいて行われているかを示したものである。介護費を在宅給付と施設給付に区分することは
できない。高齢者介護の施設は care home と nursing home（nursing home の方が care home

 

表３　ZVWの収支

(単位：100万ユーロ)

2007 2008 2009 2010

収入 所得比例保険料 14,726.4 16,917.6 16,651.5 17,022.4

定額保険料 10,110.1 12,423.2 12,236.2 12,811.1

国の補助金 1,857.5 2,072.0 2,080.7 2,132.6

no-claim 1,958.9 - - -

免責額（強制＋任意） - 1,384.7 1,451.5 1,446.6

その他 62.4 92.1 105.5 280.0

合計 28,715.3 32,889.6 32,525.4 33,692.7

支出 specialists 17,313.4 16,847.2 18,131.7 18,592.4

pharmaceutical 4,979.0 5,068.1 5,085.5 5,215.2

mental health - 4,732.9 4,233.5 4,279.4

G.P. 2,006.0 2,061.2 2,145.3 2,191.3

medical divices 1,232.5 1,275.4 1,323.2 1,394.3

dentistry 549.6 686.8 728.9 752.4

paramedical 526.9 598.5 680.6 754.8

transpot 487.5 543.2 562.4 588.6

maternity care 228.3 267.4 270.1 282.7

cross-border care 183.6 225.4 276.9 302.7

obstetric care 132.4 142.5 160.4 176.7

other formes of care 45.1 86.9 145.4 240.9

primary care support 21.6 21.8 24.8 25.1

other expenses 1,307.9 629.9 699.3 1,414.8

合計 29,013.8 33,187.2 34,467.9 36,211.2

Source: CVZ (2011.11.30)

表 3　ZVW の収支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：100 万ユーロ）

Source：CVZ（2011. 11. 30）



27

 

表４　AWBZの収支

(単位：100万ユーロ)

2007 2008 2009 2010

収入 保険料 14,398.4 14,213.7 13,555.2 14,681.9

国の補助金 4,495.4 4,774.3 4,896.4 4,891.6

受給者の一部負担 1,617.6 1,580.2 1,603.1 1,638.4

精神保健に関するZVWからの拠出 2,800.0 - - -

その他 30.5 32.4 42.0 28.2

合計 23,341.9 20,600.6 20,096.7 21,240.1

支出 personal & nursing care 11,359.9 12,054.6 12,552.0 13,161.1

care for the handicapped 5,243.8 5,880.6 6,392.4 6,507.7

long-term mental health care 4,253.5 1,541.3 1,594.4 1,679.8

other forms of care 272.9 322.3 309.2 311.4

personal budget (PGB) subsidy 1,381.0 1,622.7 1,918.0 2,157.5

その他 455.5 614.6 640.9 625.8

合計 22,966.5 22,036.1 23,406.9 24,443.3

Source: CVZ (2011.11.30)

より入居者の障害・要介護度は重い）に大別され、nursing home で提供されるサービス（医療
サービスを含む）は全て AWBZ から給付されるが、nursing home 以外の施設では一概にはい
えない。在宅高齢者に対する介護サービスでは、AWBZ、WMO のいずれも現物給付と現金
給付 （PGB） を選択できるが、WMO の給付は AWBZ の給付総額（在宅＋施設）の 6% 程度で
まだ大きくなく、今後 AWBZ を効率化する過程で WMO への移管がさらに進められる見込み
である。

（4） Health care expenditure （保健費）
保健費は医療費と介護福祉費の合計で、ZVW 、AWBZ、政府支出などで構成されている。

2010 年の保健費は 871 億ユーロ（GDP の 14.8%、以下同様）で、医療費は 505 億ユーロ（8.6%）、
介護福祉費は 336 億ユーロ（5.7%）であった。医療費の内訳では病院・専門医が 224 億ユーロ

（3.8%）で最も多く、薬剤費 64 億ユーロ（1.1%）、精神保健 54 億ユーロ（0.9%）と続いている。介
護福祉費の内訳では高齢者介護が 160 億ユーロ（2.7%）、障害者ケアが 79 億ユーロ（1.3%）、な
どであった。

 

表５　高齢者の在宅・施設別医療・介護給付の概念図

医療サービス

主に屋内 主に屋外

在宅 ZVW AWBZ WMO

(a) (c)

施設 ZVW/AWBZ AWBZ

(care home or nursing home) (b) (d)

注１：2010年におけるZVWの支出総額は€ 362億。

注２：2010年におけるAWBZの支出総額は€ 244億。

注３：2010年における個人勘定 (PGB)の総額は€ 22億。

　　　　　個人勘定 (PGB)はAWBZからもWMOからも給付される。

注４：BZKによるとAWBZの現物給付対現金給付(PGB)は10対1。

　　　　　WMOにも現物給付と現金給付(PGB)があり、その総額はAWBZの約6%。

介護サービス

表 4　ZVW の収支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：100 万ユーロ）

表 5　高齢者の在宅・施設別医療・介護給付の概念図

注 1：2010 年における ZVW の支出総額は €362 億。
注 2：2010 年における AWBZ の支出総額は €244 億。
注 3：2010 年における個人勘定（PGB）の総額は €22 億。

個人勘定（PGB）は AWBZ からも WMO からも給付される。
注 4：BZK によると AWBZ の現物給付対現金給付（PGB）は 10 対 1。

WMO にも現物給付と現金給付（PGB）があり、その総額は AWBZ の約 6％。

Source：CVZ（2011. 11. 30）
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人口 1 人当たりの保健費は 65 歳以降急増し、特に女性では 95 歳以上の 1 人当たりの保健費
は 70-74 歳の約 7 倍に達している（図 1）。また、病院医療費に限って、生存者と死亡者の 1 年
間の平均医療費（2000 年）を比べると、死亡前 1 年間の医療費は 70 歳以降、年齢階級の上昇と
ともに急激に低下する（90 歳は 70 歳の 3 分 2）が、それでも死亡者の医療費は生存者の医療費
よりはるかに高い（図 2）。

 図 1　性・年齢階級別 1 人当たり保健費

図 2　生存者・死亡者別 1 年間の平均医療費（病院）
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（5） まとめ
・オランダ人の平均寿命は日本人より 2 年半短い。オランダはフランス・ドイツより医師数

も病床数も少ない
・オランダの医療費、高齢者介護費はそれぞれ GDP の 8.6%、2.7% で日本より大きい。短期

医療（ZVW）は完全に民営化され、高齢者介護を含む AWBZ は公的制度で運営されている。
・医療サービス利用の効率化（例えば deductible の導入）や医療と介護の連携（例えば nursing 

home におけるサービス提供）において、オランダは様々な工夫をしている。オランダ人
の合理的な国民性に基づいて制度設計をしている。

・一方で、高齢者の施設入所率や死亡者の医療費などでは、オランダと日本で共通の特徴が
見られる。

参考文献
OECD （2011）. Health Data 2011
Rolden H. & van der Waal M. （2012）. Coordination of health care services in the Netherlands. Report by 

Layden Academy on Vitality and Ageing.
Schut F.T. & Van den Berg B. （2010）. Sustainability of comprehensive universal LTC insurance in the 

Netherlands, OECD Social Policy and Administration Vol.44.
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本報告書第 1 章と、本報告書の後ろに付されているライデンアカデミーの報告書に基づき、
オランダにおける入院・介護の費用請求・支払いと情報交換をまとめてみよう。

1.　入院・介護の費用請求・支払い
（1）　健康保険法（ZVW）の場合

第 3章
オランダにおける入院・介護の費用請求・支払いと情報交換

医療サービス提供者

GP からの紹介

→病院及び専門医

医療サービス給付市場

医療サービス庁
（NZa）

医療監察局
（IGZ）

医療サービス購買市場

医療サービス保険市場

市　民

保険者

国
　
　
会

健康保険委員会
（CVZ）

公正取引監視委員会
（NMa）

契約関係
品質管理
健康保険法（ZVW）

上図の流れで、保険者が医療サービス提供者に対し、受けた医療について定額又は事前に交
渉している額を支払う。

医療費は、原則それぞれの医療介入やトリートメントに対して標準価格帯で計算する。こ
れは疾病・診療分類（DBC）といわれている。例えば膝の手術はさまざまな手順（麻酔、MRI、
手術前の専門家との相談）を踏むが、一連の手順が標準的ユニットと定義されて請求される。
DBC については協議の余地があり、医療サービス提供者と保険者が金額について交渉する。

2011 年にはおよそ 30,000 の DBC が存在した。うち 34％に交渉の余地があり（いわゆる B セ
グメント）、残りの価格は医療サービス庁（NZA）の決定どおりだった。

2012 年 1 月 1 日までに DBC は約 4,400 の DOT（透明化途中 "DBC on the way to Trans-
parency”の頭文字）に集約される。DOT は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類（ICD-10）」
をベースとしている。DOT のおよそ 70％が交渉の余地があるといわれている。
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病院は 2012 年からは実績に基づく売上高のみで支払われる。
対人ケア、ナーシング・ケア、カウンセリング及びトリートメントは、AWBZ の対象でも

あるが、病院で受けた場合、その支払いは ZVW を通じて行われる。

（2）特別医療費保険法（AWBZ）の場合
AWBZ からの保険の給付を受ける場合、全てケア判定センター（CIZ）の受給資格認定を受

ける。CIZ は、個々人について判定表（ファネルモデル）に従ってケア・ニーズを評価し、査
定結果は各申請者の最寄りの Care Office に送付される。オランダは 32 のケア圏域（32 care 
regions）に区分されており、各 Care Office が患者にケアを提供する。

Care Office は CIZ の認定に従って利用者に必要なケアを支給するようサービス提供者と契
約を交わしている。中央管理庁（CAK）からサービス提供者に支払われる金額は、認定レベル
毎に設定されている標準金額である。

AWBZ からケア・サービスを受けた利用者は CAK に一部負担を支払う。一部負担は収入、
年齢、家族環境により個別に算定される応能負担である。税務部門は CAK と健康保険委員会

（CVZ）に患者の所得状況を報告する。
Care Office 自身によるサービス（情報提供、サービス提供者紹介、利用者とサービス提供者

の仲裁）は、その地域の殆どのサービス利用者が契約している保険会社を通して提供されるも
のであり、保険会社は受給者が自分の利用者であるなしにかかわらずサービスを提供する。

グループ・カウンセリングやグループ・トリートメントの規模によっては交通費の補償がある。

利用者のみが個人介護予算（PGB）と現物給付のどちらかを選ぶことができる。現物支給と現
金給付の組み合わせも可能である。

したがって、施設介護と在宅介護、現物給付と現金給付の組み合わせにより、請求・支払い
を大きく分けると、４とおりの組み合わせがあるが、ここでは典型的な２つの場合を取り上げる。

なお、2009 年の施設入所者数は、246,000 人（高齢者人口の約 1％）、在宅者での受給者数は
621,000 人（約 2.5％）であり、施設入所者の単価は、在宅者の 3 倍とされている。

①　施設介護かつ現物給付の場合
ア）　これが AWBZ の基本とされている。CIZ からケア・ホームやナーシング・ホームでの

長期入所の認定を受けた利用者は、対人ケア、ナーシング・ケア、カウンセリング及びトリー
トメントを、利用者の要介護度（ZZP）に照らし合わせて、これらの入所している施設で受ける
と、中央管理庁（Central Administration Office, CAK）がサービス提供者から請求された費用
を支払う。

サービス提供者は、ZZP や機能レベル毎に医療サービス庁（NZa）が設定した標準補償金額を
受け取る。ただし、この金額は「最高」金額であり、Care Office はサービス提供者と協議して
金額を低く抑えることができる。但し施設ケアの場合は標準から 94％よりも、施設外ケアの
場合は 85% よりも低くならない。

次は 2011 年に ZZP のレベルに応じて決定された補償金額である。看護・介護の VV-ZZP は
10 段階に分かれている。これが、我が国と比べてオランダの介護施設の著しい特徴であるが、
同じ介護度（ZZP）でも、トリートメント（「オランダにおける医療・介護サービスの調整」p 41参照）
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医療サービス庁（NZa）が決定した VV-ZZP に応じた（最高）補償額（2011）

介護度 トリートメントのない場合
の報酬（1 日当たりユーロ）

トリートメントのある場合
の報酬（1 日当たりユーロ）

VV1 58,55 ―

VV2 74,77 ―

VV3 90,49 113,18

VV4 103,27 125,96

VV5 141,51 165,38

VV6 141,55 165,42

VV7 166,62 197,39

VV8 194,20 224,97

VV9 137,76 196,15

VV10 212,42 243,20

が行われると給付額が高くなる仕組みとなっており、我が国の特養における同介護度同報酬と
は異なっている。

イ）　ナーシング・ホームには重要な機能が 2 つある。第一に重い疾病や障害により殆ど自
立不可能な病気状態で、集中的な対人ケアやナーシング・ケアを必要とする利用者に、入居場
所とケアを支給するものである。第二にケア・ホームやホスピスなど他の施設に入所している
利用者に対人ケアとナーシング・ケアを提供する。ナーシング・ホームからの入所先、投薬、
ツール又その他全てのケア（専門家によるケアも含む）は AWBZ から補償される。ただし利用
者がナーシング・ホームを出て病院に入院した場合には、全てのケアは ZVW から補償される。

ウ）　ケア・ホームは自宅に住むことのできなくなった利用者にケアを提供するものであ
る。ケア・ホームではホーム・ケア、対人ケア、基本的なナーシング・ケア（e.g. 包帯の交換、
服薬の介助）を提供する。いわゆる「標準的」ケア・ホームは財団形態であり、政府が監督し、
AWBZ から入所とケアの殆どが補償される（自己負担以外）。

利用者は、AWBZ 一部負担によりサービスや支給品の一部を自己負担する。サービスや支
給品とは、例えばトイレット・ペーパーやフットケアなどを指す。これらのサービスや支給品
は給付内容（Provisions）とも呼ばれる。医療上の必要がない場合、給付内容の殆どは利用者自
身が支払う。

一方、AWBZ からの支出により利用者が受け取る給付内容の例は以下のとおりである：
•　1 日 3 度の食事、十分な飲料（コーヒー、紅茶、ソフトドリンクなど）、くだもの及び健

康的なスナック。アルコール飲料やその他のスナックは除く。
•　プラスチック製手袋、ウェットタオル、トイレット・ペーパーなど特定のケア用品。シャ

ワー用ジェル、石鹸、髭そり用具、歯ブラシ／歯磨き粉などの一般的ケア品は除く。
•　衣服の洗濯、乾燥、アイロンがけ、ドライクリーニング。医学的理由により余分な洗濯

を必要とする場合は除く。
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対人ケア ナーシング・ケア
レベル 時間／週 PGB ／年（€） レベル 時間／週 PGB ／年年（€）

1 0 - 1.9 1,483 0 0 - 0.9 1,279
2 2 - 3.9 4,450 1 1 - 1.9 3,819
3 4 - 6.9 8,155 2 2 - 3.9 7,633
4 7 - 9.9 12,606 3 4 - 6.9 13,992
5 10 - 12.9 17,054 4 7 - 9.9 21,628
6 13 - 15.9 21,504 5 10 - 12.9 29,258
7 16 - 19.9 26,693 6 13 - 15.9 36,892
8 20 - 24.9 33,366 7 16 - 19.9 45,798

•　医学上必要であったり、利用者自身が自分でできない対人ケア。特定の障害のために爪
を切れなかったり、障害や糖尿病のためにフットケアができない場合など。

② 在宅かつ現金給付の場合
　ケア判定センター（CIZ）からケア・ホームやナーシング・ホームでの長期入所の認定を

受けた利用者で、自宅で住むことを好む場合には、対人ケア、ナーシング・ケア、カウンセリ
ング及びトリートメントは、利用者の自宅で受け、Care Office（又は個人介護予算、PGB）か
ら現金給付を受けるケースがある。民間のケア・ホームも AWBZ から補てんされず、利用者
の自費となり、PGB を利用して入居先とケアを賄う場合もある。民間ケア・ホームは、株式
会社により運営されている。

PGB の受領額は、CIZ が認定した認定レベル毎に標準的ケア内容と時間が設定されており、
現物給付の 25％減の額とされている。次の表は、それを示している。現金給付の場合、利用
者は直接自分の銀行口座に PGB の正味金額（PGB 合計から一部負担を差し引いた金額）を振り
込まれる。ただ補償金額が実際に受け取るケアの種類とどのように結びついているかはわかっ
ていない。サービス提供者が認定レベル毎に AWBZ を通じて受け取る金額については公にさ
れていない。

（3）　社会支援法（WMO）
WMO からのサポートは、個人介護予算（PGB）からの現金給付か、または直接給付として

地方自治体の雇った人員、施設からのサービスである。なお、地方自治体は政府からの地方自
治体交付金の形で WMO サービスの資金を得ている。

（4）　AWBZ、ZVW 及び WMO の支出
2010 年で、医療保険（ZVW）は 349 億ユーロ、特別医療保険費（AWBZ）は 240 億ユーロ（う

ち、個人介護予算、PGB 21 億ユーロ）、社会支援費（WMO）は 15 億ユーロであった。
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ZVW

AWBZ

WMO

医療サービス提供者

地方自治体

CIZ

サービス提供者

保　険　者

Care office 1

3

5
7

2

4

6

1.　法的には保険者と Care Office は、Client 情報を交換してはならない。但し、現実にはしば
しば行われる。医療サービス提供者が（故意に又は事故により）Care Office と保険者の両
方に補償を要求していないかチェックするためには情報交換が必要である。このようなケースを
含む様々な目的のための情報交換が 2013 年 1 月に適法化される。

2.　医療サービス提供者は DBC（2006-2011）又は DOT（2012）を根拠として Client の補償を請求
する。彼らは Client の慢性疾患のリスクなど、DBC- code や DOT-code よりも詳しい情報に
はアクセスできない。

3.　地方自治体は保険会社から患者情報を取得してはならない。2011 年に 4 つの地方自治体が
Client の薬名、担当専門医の氏名など多くの個人情報を要求したとして調査されている。

4.　 CIZ は Care Office に認定レベルと共に必要な Client 情報を送付する。
5.　 Care Office はサービス提供者に現物支給のサービス内容と認定レベルを送付する。
6.　 ClientがWMOのサービスを要求する場合、CIZに認定されたAWBZのケア内容について

の正式文書を送付する必要がある。
7.　 Client が WMO に申し込む場合、Client は地方自治体に他の医療サービス提供者の Client

情報にアクセスする許可を与える必要がある。

2　患者情報の交換
（1）　現状
ここでは医療・介護サービス施設とケア提供者間の患者情報の交換について概観する。

①　現在、全ての医療サービス提供者は、自分たちの患者についてはそれぞれデータベース
を持っている。そして依頼があれば医療サービス提供者同士で情報を交換する。例えばある市
の心臓専門医が他の病院から患者情報を欲しい場合は先方の病院に依頼を送付する。そこから
患者情報は郵送ないしはメールで送付される。担当総合医（GP）や専門医の間での患者情報の
交換は、診察理由、使用薬剤、受診歴、処置、診断結果などに標準化されている。GP が患者
について問い合わせた場合、殆どの場合専門医からのフィードバックが返ってくる。

地方自治体が、WMO の申請者に対して、申請者の家庭医への必要な医療情報を求めること
に同意する文書を求め、家庭医から必要な情報を入手することは、一般に行われている。

②　次に医療サービス機関同士の患者についての情報交換の概略を示す。但しこの図では、
例えば地方自治体が GP に WMO の内容について一般的なアドバイスを求めた場合、また
Care Office に対して予算のアドバイスを求めた場合などの一般的な情報交換は含まれていない。
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③　2008 年 6 月 1 日、「保健分野における市民サービス番号の使用に関する法律（WBSN-Z）」
は下院と上院を通過し、有効となった。翌 2009 年 6 月 1 日から WBSN-Z に基づき、医療サー
ビス提供者、保険会社及び CIZ は、当該医療サービス提供者の有する患者情報を市民サービ
ス番号（BSN）の使用により交換することが義務付けられた。

医療サービス提供者は、疾病・診療分類 DBC(2006-2011) 又はその改善分類 DOT(2012) を根
拠として患者のための保険給付を請求する。彼らは患者の慢性疾患のリスクなど、DBC- code
や DOT-code よりも詳しい情報にはアクセスできない。

（2）　改革の方向
GP、薬剤師、専門医が、患者履歴により容易にアクセスできるようにする修正案が用意さ

れた。これは WBSN-Z の修正案であり、「患者電子情報（“Electronic Patient File” EPD）」の法
律案として知られるようになった。この修正案は、GP、薬剤師、専門医が、患者の市民サー
ビス番号（BSN）を利用して、他の医療専門機関のシステムにある患者情報へアクセスすること
を可能にするものであった。BSN は行政機関省庁が法律に従い関連するオランダ市民の許可
を得て、選択されたプライバシー情報の利用を可能にするものである。

これらの医療関係者は他者の情報システムでは Unique Health Care Provider Identification 
pass（UZI）で身元を確認された後にログインする。EPD 法案の目的は、患者の健康に責任を
負う医療関係者が（重要な）医療情報に迅速にアクセスできるようにすることである。これによ
り本来回避できるはずの医療過誤の回避が可能になる。EPD 法案は多重疾患のリスクが高く、
自分の状態への理解が不足しがちであり、多重投薬の状態に陥りやすい高齢患者の緊急外来の
際に特に有用であるとされた。

ただ、ここで重要なのは、看護婦、セラピスト、マネージャー、政策立案者、保険会社、地
方自治体、CAK、CIZ その他の医療関係者や医療関連機関は、自分たちが所有する以外の情
報システムの患者情報にアクセスできないという提案だったこととされる。

WBSN-Z の修正案である EPD 法案の方は 2009 年 2 月 19 日に下院を通過したが、結局 2011
年 4 月 4 日、上院により否決された。その理由は、プライベートかつ繊細な患者情報に対する
潜在的脅威である。調査によると医者の多くはプライベートな患者情報が十分に保護されてい
ないと危惧していた。システムがハッキングされたり、医療関係者の UZI コードが解読され
た場合、権限のない個人が多数のオランダ市民の個人情報にアクセス可能になる。又、多くの
医療関係者に対し新たな ICT システムの知識、関連するプライバシー法、さらには新しい倫
理規定の知識についてトレーニングするのは容易ではないと考えられたためとされる。
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本章は第 1 章〜第 3 章の概要をまとめ、2 年目以降の研究課題を整理したものである。

（研究の趣旨）
オランダでは 1 年以上の長期入院と介護サービスを 1 つの制度（特別医療費保険、 AWBZ）で

提供している。医療サービスの分野では管理された競争を基本原理として民営化を進め、サー
ビス利用者の選択を通じて効率化を図ることを目指している。一方、長期療養・介護の分野で
は競争原理ではなく必要なサービスが適切に提供されるシステムに重点をおいている。

一方、現在の日本の医療保険には療養病床や訪問看護のように長期にわたるサービスが含ま
れ、介護保険には老健施設のように短期のものが含まれている。日本の医療保険（とりわけ長
寿医療制度）及び介護保険は、今後の後期高齢者数の増加によってその財源確保が難しくなっ
ていく可能性がある。高齢化に伴って一定程度の医療と介護を同時に必要とする者が増えてい
くのは必然であることから、医療と介護の連携（又は切り分け）に焦点を当てて、サービスの質
を向上させるとともにシステムの効率化を図る方策を検討することは重要である。

（2011 年度の研究結果）
オランダにおける「規制された競争」では、保険者は加入している被保険者のリスクに応じて

調整された調整金を事前に受け、診療報酬の上限価格規制などの制約下で、医師、医療機関な
どとサービスの価格・質について交渉し契約することができる立場にある。被保険者の保険者
選択によって、保険者は消費者にとってより良いサービスを提供する医師・医療機関と契約す
るインセンティブをもち、結果として被保険者に最も望ましい医療が提供されると考えられて
いる。つまり、保険者は事前調整金よりも高い金額を医療サービス供給者に支払うと、被保険
者に定額保険料として請求しなければならないので、できるだけ定額保険料が低くてすむよう
に、サービス供給者との交渉を行なって医療費の効率的使用を試みる。

AWBZ は１年以上の長期入院、障害者ケア、慢性的精神保健、介護に関する保険で、全て
の市民が強制適用される公的保険である。短期医療（ZVW）は完全に民営化され、高齢者介護
を含む AWBZ は公的制度で運営されている。このオランダ方式がサービスの質の向上やサー
ビス提供の効率性にどの程度貢献しているか、という点に関しては今後の課題である。

オランダの医療費、高齢者介護費はそれぞれ GDP の 8.6%（Table 5c）、2.7%（Table 6）で
日本より大きい（日本はそれぞれ GDP の 8%、1.6%）。ZVW での診療報酬支払いは疾病・診療
分類（DBC）に基づいている。DBC については協議の余地があり、医療サービス提供者と保険
者が金額について交渉する。2011 年にはおよそ 30,000 の DBC が存在し、そのうち 34％は価
格交渉の対象であった（66% の価格は医療サービス庁 NZA の決定どおり）。2012 年 1 月 1 日ま
でに DBC は約 4,400 の DOT に集約され、価格交渉の対象も DOT のおよそ 70％に拡大された。

第 4章
日本の長寿医療制度と介護保険の連携への示唆 : 今後の検討課題
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AWBZ からの保険給付はケア判定センター（CIZ）の受給資格認定に基づく。オランダは 32
のケア圏域（32 care regions）に区分されており、CIZ は申請者のケア・ニーズに関する査定結
果を申請者の居住する地域の Care Office に送付する。Care Office は CIZ の認定に従って利
用者に必要なケアを支給するようサービス提供者と契約を交わしている。中央管理庁（CAK）
からサービス提供者に支払われる金額は、認定レベル毎に設定されている標準金額である。
AWBZ からケア・サービスを受けた利用者は CAK に一部負担を支払う。一部負担は収入、
年齢、家族環境により個別に算定される応能負担である。税務部門は CAK と CVZ に患者の
所得状況を報告する。

2009 年における AWBZ 受給者の内訳は施設入所者 24.6 万人（高齢者人口の約 1%）、在宅者
での受給者数は 62.1 万人（高齢者人口の約 2.5%）であり、施設入所者の単価は在宅者の 3 倍と
されている。受給者は現物給付と個人介護予算（PGB）のどちらにするかを選び、さらに現物
支給と現金給付の組み合わせも可能である。施設介護かつ現物給付の場合、サービス提供者
は利用者の要介護度（ZZP）毎に医療サービス庁（NZa）が設定した標準補償金額を受け取る。た
だし、この金額は「最高」金額であり、Care Office はサービス提供者と協議して金額を低く抑
えることができる（ただし、施設ケアの場合は標準から 94％よりも、施設外ケアの場合は 85%
よりも低くならない）。同じ要介護度（ZZP）でもトリートメントが行われると給付額が高くな
る仕組みになっている。

全ての保健（医療・介護）サービス提供者は自分たちの利用者についてそれぞれデータベー
スを持っていて、依頼があればサービス提供者同士で利用者情報を交換する。GP や専門医の
間での患者情報の交換は、診察理由、使用薬剤、受診歴、処置、診断結果などに標準化され
ている。GP が患者を専門医に送ると、殆どの場合専門医からのフィードバックが返ってく
る。しかし、標準化されたデータベースはない。「保健分野における市民サービス番号の使用
に関する法律（WBSN-Z）」が 2008 年 6 月 1 日から有効となり、2009 年 6 月 1 日から保健サー
ビス提供者、保険会社及び CIZ は利用者情報を交換する際に市民サービス番号（BSN）の使用
が義務付けられた。GP、薬剤師、専門医が、患者履歴により容易にアクセスできるようにす
る WBSN-Z の修正案が用意された。この修正案は「患者電子情報（“Electronic Patient File” 
EPD）」 の法律として知られ、GP、薬剤師、専門医が、患者の市民サービス番号 (BSN) を使っ
て他の医療専門機関のシステムにある患者情報へアクセスすることを可能にするものであっ
た。しかし、結局 2011 年 4 月上院で否決されて成立しなかった。

短期医療には「規制された競争」を導入して医療サービス提供の効率化を進め、長期療養・介
護については、「規制された競争」は導入せずに、より正確なケアアセスメントの手法を確立し、
ケア強度パッケージの開発により効率的な長期療養・介護サービスの需給を実現しようとして
いる。AWBZ に関しては効率性の向上、受給者の意向の重視、サービスの重点化、などが求
められている。医療サービス利用の効率化（例えば、免責額 deductible の導入、被保険者によ
る効率的な保険者の選択）や医療と介護の連携（例えば、ナーシング・ホームにおけるサービス
提供、市民サービス番号 BSN 使用の義務化）において、オランダの行っている取り組みは日本
にとって参考になる点が多い。一方で、高齢者の施設入所率や死亡者の医療費などでは、オラ
ンダと日本で共通の特徴が見られる。

オランダでは短期医療（根拠法は ZVW）と長期療養・介護（根拠法は AWBZ）が明確に区分さ
れている。AWBZ 受給者に対する医療サービスに関しては、病院で提供されるサービスは全
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て ZVW の支出、ナーシング・ホームで提供されるサービスは全て AWBZ の支出と、むしろ
機械的な区分けになっている。AWBZ 受給者に対する福祉サービスの提供に関しても連携は
必ずしも十分ではない。また、入院から介護に移行する際の情報の伝達は必ずしもスムースで
はない。その理由は適用される法律が異なること、情報保護に関する法律があること、などが
挙げられるが、患者・利用者に関する統一的なデータ・フォーマットが無いこともその大きな
要因と考えられる。

（今後の研究課題）
高齢者医療・介護問題に関するオランダとの共同研究を継続する。2012 年度に予定するオ

ランダの制度に関する調査は Health Insurance Board （CVZ）の組織・機能、Centre of Needs 
Assessment（CIZ）の組織・機能、ZVW 及び AWBZ の報酬体系、医療保険者及び AWBZ 保
険者の報酬請求・支払の実態、AWBZ での在宅サービスと WMO の役割分担、を含む。

オランダの介護制度の状況、長期高額医療と通常医療を分けるクライテリア等についての現
地調査を基に、医療・介護サービス提供におけるオランダ方式のメリット・デメリットを定性
的・定量的分析する。

日本において入院から施設介護や在宅介護へと移行する場合の医療保険と介護保険との役割
分担、及び医療機関と介護保険サービス事業者の情報のやり取り等を含む連携方法を実務的に
研究する。

医療・介護を一体的に給付する形態による国民の健康状況、医療・介護ニーズへの充足状況、
医療機関・介護事業者へのさまざまな影響、長期医療と通常医療・介護制度への財政的影響等、
オランダ方式と従来の日本方式のアウトカムの比較研究を定量的に行う。また、オランダの特
別医療費保険（AWBZ）を日本に導入した場合のシミュレーション分析を行う。

以上の研究結果をもとに最終提言をまとめる。
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重要な説明事項 

 

下記の解説は読者がこの報告書を読む際に遭遇するであろう疑問点を明確にするものである。 

まずこのレポートに使用されている全ての略語はオリジナルの 59-60ページに紹介されてい

る。その他のターミノロジーについては以下のとおりである。 

• 在宅ケアは自宅で受けるケア全てを指している訳ではなく、例えばそうじ、食品の買い

出し、調理といったケアを意味する。在宅ケアは高齢者の収入にあわせ、その一部又は

全てをWMOが支払う。医療的ケア及びナーシング・ケアは在宅ケアの範疇には含まれな

い。そして対人ケアは衣類の着脱や、べッドに入る、ベッドから出る、入浴、シャワー

などを指している。 

• AWBZ ケアが入所先の施設ではなく自宅で行われる場合には、施設外ケアと呼ばれる。

それに対して老人ホームやナーシング・ホームで行われる場合は施設ケアといわれる。

対人ケア、ナーシング・ケア、カウンセリング、トリートメントは施設でも在宅でも実

施される。 

• 文献では、ZVW を通して行われる医療サービスはときにメディカル・サービス、治療サ

ービスといわれる。それに対して AWBZ を通じて行われるサービスは福祉サービス、ケ

ア・サービスといわれる。これは ZVW の財源を通して行われるサービスの一部がケア

・サービスや福祉サービスに該当するため混乱を招きやすい。この報告書では、治療

（Cure）は通常 ZVW が保障する医療的ケアを指し、ケア（Care）はその殆どを AWBZ

が保障する福祉サービスを指す。 

• この報告書では様々な出典から、どの医療・介護領域に対する負担か、また根拠とする

法律を明確にした。データの出典は以下 3 ヵ所である：中央統計局（CBS）, System of 

Health Accounts（OECD）、オランダ政府が定義した Dutch national Budget for Care 

（BKZ）。BKZ の一部データは健康保険委員会（CVZ）のものである。費用分析の際に

は必ずデータソースを明記している。CBS で使用される医療・介護（health care）の定

義は System of Health Accounts よりも広いことに留意しておく必要がある。OECD とは

異なり、CBS の定義では職場での健康、復帰サービス、若年層ケア、文化活動、デイケ

ア・センターや学校寮までを網羅する。 

• 各地方自治体が個別に WMO 予算を定義しているため、WMO からの拠出は追跡が困難

である。 WMO 予算のデータは中央に収集されず、その拠出試算は BKZ が行っている。 

最後に、オランダの医療・介護システムは早い速度で変化しており、2006 年来大きな改革が毎

年行われている。この報告書は 2012 年に発行されるが、既に新しい変更が 2013 年に計画され

ている。 
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第第第第 1 章章章章  オランダの治療サービスと長期療養・介オランダの治療サービスと長期療養・介オランダの治療サービスと長期療養・介オランダの治療サービスと長期療養・介護サービス護サービス護サービス護サービス 

1.1 健康保険法健康保険法健康保険法健康保険法（（（（ZVW）））） 

2006 年はオランダの医療政策の歴史にとって記念すべき年である。この年に新しい健康保険

法（ZVW）が正式に施行された。この医療保険制度改革は全ての市民が自ら選択した民間保険

業者と併せ、基本的健康保険パッケージにアクセスすることを責務としている。基本パッケー

ジの具体的内容はオランダ政府が設定した。保険会社は保険料、サービス、医療サービス提供

者との契約をベースとして市場競争に参加する。最も優れた医療サービスを最も安い価格で提

供するため、保険者と医療サービス提供者が毎年契約内容を協議する。現状に満足できない加

入者（Client、被保険者）は、年一回、保険者を他社に変更する機会が与えられている（１月

１日以前）。この医療保険は“semi-free market system”を基本としており、その目的は医療・介

護保険市場の公平性、サービスの質、透明性を損なわずに医療サービス提供者と保険者を競争

に参加させ、両者をサービス価格について協議させることである。この semi-free market の最

終目的は、医療サービス提供者にできる限り効率的に仕事をさせ、保険者同士を価格競争に参

加させることである。 

 

1.1.1 公平性、サービスの質、透明性  

保険会社間の競争があるために、全ての被保険者は同等の医療サービスを受けるために保険

料を比較しながら支払うことになり公平性が保証される。政府は一定の収入に満たない個人や

世帯に、保険料の一部を補償する “健康手当”（zorgtoeslag）を支給する。これは一年間の世帯

納税額から推定した収入によって支給が決定される。また保険給付の誤用・乱用を防ぐために

免責控除制度を設けている（2011 には€170、2012 年には€220）。Client はその年に健康保険

を僅かしかまたは全く使わないと想定する場合には、任意で免責額の割合を増やし保険料を下

げることができる。慢性疾患者は医療サービスを多く使用するため、毎年免責額の全額を支払

うリスクが高くなる。中央管理庁（CAK）は慢性疾患に対して免責額の一部を補償しているが、

近い将来、この補償は所得に応じて支給されることになる（慢性疾患者のうち低所得者のみが

免責額を補償される）。 

また、基本パッケージを補完するための保険を買い増すことも可能である。保険者は基本パ

ッケージを購入したいと望む個人を拒むことはできないが、補完的な任意医療保険（VHI）へ

の申し込みを拒むことは可能である。医療保険者はそれぞれが VHI パッケージ（簡単なものか

ら重厚なものまで）を提供しているが、通常は歯科治療の補助、眼鏡の補償、代替医薬品など

が含まれる。保険者は VHI への申し込みを断ることができるため、被保険者の選択の自由はと

きには制限されることになる。Client は次の保険者が VHI パッケージ
1
の申し込みを拒否するこ

とを考え、保険者の変更を思い留まる場合もある。 

医療サービスの質は健康保険市場が成熟するにつれ安定してくる。医療サービス提供者は保

険者から契約を勝ち取るため、手頃な価格で質の良い医療サービスを提供する。パフォーマン

                                                  
1
これには AOU（AlgemeneOuderdomswet）と呼ばれる公的年金の給付が含まれる。 
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スの劣るサービス提供者は契約に加わることができないが、これは保険者と医療サービス提供

者が相互に作用する semi-free market のメカニズムのためである。 

Client は保険者と医療サービス提供者を自分で選択することにより、選択の幅が広くなる。

さらに保険者と医療サービス提供者は自分たちのサービス内容や他社よりも優れた点を伝えよ

うと努力するため、透明性が高くなる。独立組織やウェブサイトがヘルスケアの多様なサービ

スについて賛否両論の情報を提供している。 

 

1.1.2 医療・介護保険市場の関係組織 
Figure 1 は医療サービス提供者、保険者、市民の関連組織と ZVW との相互関係を示してい

る。Figure1 の関係組織を以下に説明する。 

• 政府。国会の助力を得、また 1980 年代、90 年代の改革の失敗を経て 2006 年 1 月 1 日

に ZVW を施行した。それ以来政府は内容に変更を加え、また基本パッケージに免責額

を設定した。 

• 医療サービス提供者。一般開業医（GP）は他の医療サービス提供者のゲートキーパーと

みなされている。通常は専門医の診断や薬局に行く前に GP に相談しなければならない。

病院は ZVW の導入によって、より専門的な方向に淘汰される傾向にある。保険会社は

前年度パフォーマンスが思わしくなかった病院との契約を打ち切るため、近い将来、病

院はある得意分野に特化しその他のサービスや専門を断念するとみられている。 

 

 

 

Figure 1: オランダの健康保険システムの組織概要（Figure 2 に基づく、source: [2]） 

医療サービス提供者 
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• 保険者。4 社の保険会社が市場の大半を占めており（88%）、4 社のうち 1 社が営利企業

である。一つの保険会社が複数のブランドを持つことが可能であり、およそ 32 の医療保

険ブランドがある。 

• 市民。2006 年の医療保険改革の主な目的の一つは、Client により多くのパワー、選択の

自由を与えるというものだった。Client は独立した合理的意志決定者で、保険者の選択

が可能であり、補完的な任意医療保険（VHI）の内容や免責額も含めた本人自身の医療パ

ッケージを組み立てることができる。また、患者は複数の医療サービス提供者から選択

する自由がある。ただ今のところ市場での競争が少ないため、GP の領域同様、医療サ

ービス提供者の領域では選択の自由は制限されている。この批判は医療サービス提供者

のサービスが保険会社により完全にはカバーされない場合があることを指している。又、

保険会社と医療サービス提供者の間で契約について全く協議されていないケースもある。

例えば 2011 年、保険会社 Menzis はオランダの全ての病院のうち 3 分の 1 とは股関節手

術の契約を交わしていない。従って病院は良質のサービスを競争価格の範囲で提供する

ことができず、Menzis の Client はオランダの 3 分の 1 にあたる病院では股関節手術を受

けることができない。保険会社は医療サービス提供者と交わした契約の情報を公開して

おり、契約の存在を確かめ、トリートメントの保障を確認するのは Client 自身の仕事で

ある。 

• 健康保険基金（HIF）。Client グループの構成は保険者毎に異なっており、ある保険会社

は他社よりも医療費が高くなる可能性がある。保険者がハイリスクの被保険者グループ

（慢性疾患や社会・経済的地位が低い Client グループ）からの影響を直接受けないよう、

健康保険基金は保険者全てについて過剰リスクを補償している。また健康保険基金は 18

歳未満の保険給付の補償も行っている。18 歳未満は歯科治療も含め、特別若年層保険

（special youth insurance）により医療費がカバーされている。 

• 医療監察局（IGZ）。IGZ は重点的に医療サービス、予防、医療用品の質の保持を受け持

っている。監察局は医療サービス提供者に助言を与えるのが仕事だが、ときには説得し、

また強制に至る場合もある。 

• オランダ医療サービス庁（NZa）。当行政機関は Client、保険者、医療サービス提供者間

の契約関係を監督する。NZa は ZVW の規制が遵守されているか調査するだけでなく、

実際に規制を運用させて医療市場へのアクセス、透明度、公正度の改善を図る。 

• 健康保険審議会（CVZ）。CVZ の仕事は以下 3 点が中心である。（1）政府に医療保険基

本パッケージの内容を助言する、（2）健康保険基金（HIF 及び AWBZ 基金を管理する、

（3）特定グループ － 海外からの外国人、医療保険制度の仕組みに対し良心的に反対し

ている専門家など － への規制を監督・運用する。 

• オランダ公正取引監視委員会（NMa）。NMa は市場が競争状態にあるか、カルテルの存

在、必要以上の企業合併や経営統合について、また独占状態か否かを監視する。 
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1.1.3 ZVW の財源 

医療保険者は 18 歳以上のオランダ人から定額保険料の支払いを受ける。保険料は保険者間

で異なっているが、免責額はあらかじめ政府によって決められている。2006 年と 2007 年には

免責控除制度による自己負担は存在しなかったが、仮に医療サービスを受けなくても保険料の

無事故割引も存在しなかった。20 ページの Table8 に 2006 年から 2012 年までの基本パッケー

ジの定額保険料平均、免責額、その他の手数料の推移を示す。オランダ市民は免責額を増やし

保険料を減らすことが可能で、免責額は自主的に€100 から€500 まで増やすことができる。 

オランダでは月々または毎年保険会社に定額保険料を支払う。保険会社は Client に対し、医

療サービスを現物、又は補償の形で支給する。医療サービスが現物で提供される場合にはその

費用を保険会社が支払う。費用が保険会社に保障されていない場合、または強制的・自主的な

免責額の範囲内である場合には、保険会社から Client に請求される。補償の形で受け取る場合

には、まず Client が医療サービスの費用を支払い、その金額が保障の範囲内ならば保険会社に

請求する。 

雇用や年金による収入のあるオランダ市民は、定額保険料の他に健康保険基金（Health 

Insurance Fund, HIF）に所得比例保険料を支払う。政府も HIF に拠出する。CVZ が HIF を通

じて保険会社に分配する金額を計算してリスクを分散させる。ZVW への所得比例保険料は被用

者の場合、税込給与額から源泉徴収される。事業主の殆どは法律により、被用者の所得比例保

険料分を事業主保険料から完全に補償することを義務付けられている。事業主保険料は被用者

の税込給与額に加算される。これは事業主保険料は被用者の課税所得とみなされることを意味

する。また収入が公的年金、個人年金、社会保障給付の場合でも、自営業やフリーランサーで

も所得比例保険料を支払う義務がある。 

所得比例保険料には２つの料率がある。高い方の料率は被用者の税込給与額、公的年金、65

歳未満の社会保障給付に適用し、低い方は自営業、フリーランサー、個人年金、65 歳以上の社

会保障給付に適用する。2009 年から 2012 年までの被用者、その他の所得比例保険料を Table 1

に示す。 

 

Table 1: ZVW の所得比例保険料, 2009-2012 

年 所得比例保険料: 

 高い 

所得比例保険料: 

 低い 

保険料が課せられる 

最高所得/年 

2009 6.90% 4.80% €32,369 

2010 7.05% 4.95% €33,189 

2011 7.75% 5.65% €33,427 

2012 7.10% 5.00% €50,064 

 

要約すると HIF の収入合計は以下の 3 種類の拠出金から成り立っている。 
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1. 市民から徴収する定額保険料。この定額保険料が全体の 45％を構成する。 

2. 所得比例保険料。この保険料が全体の 50％を構成する。 

3. 政府からの拠出金。この拠出金が全体の 5％を構成する。 

医療費はそれぞれの医療介入やトリートメントに対して標準価格帯で計算する。これは疾

病・診療分類（DBC）といわれている。例えば膝の手術はさまざまな手順（麻酔、MRI、手術

前の専門家との相談）を踏むが、一連の手順が標準的ユニットと定義されて課金される。また

DBC には協議の余地があり、医療サービス提供者と保険者が金額について交渉する。 

2011 年にはおよそ 30,000 の DBC が存在した。うち 34％に交渉の余地があり（いわゆる B

セグメント）、残りの価格は NZA の決定どおりだった。2012 年 1 月 1 日までに DBC は約 4,400

の DOT（"DBC on the way to Transparency”の頭文字）に集約される。DOT は「疾病及び関連

保健問題の国際統計分類（ICD-10）」をベースとしている。DOT のおよそ 70％が交渉の余地が

あるといわれている。病院は 2012 年からは実績に基づく売上高のみで、あらかじめ決められ

た予算を配分されないため、DOT の分類はより緻密である必要がある。 

 

1.1.4 ZVW の長所と短所 

ZVW の主な長所と短所は以下の Table 2 のとおりである。 

Table 2: ZVW の長所と短所（2012） 

長所長所長所長所 短所短所短所短所 

Pay-by-performance システムは効率化、及び医療サー

ビス提供者、保険者、Client 間の利害の衝突を緩和す

るのが目的。 

利害関係対立の可能性。DOTの価格は年1回計算する。

DOT の過小評価は医療サービス提供者のサービスの

収益性を押し下げる。過大評価は関係する医療サービ

ス提供者の収益性を押し上げる。 

自費負担は平等をもたらす。 

免責額は保険の使い過ぎを防ぐ。 

慢性疾患者や高齢者がケア・ユーザーの大きな割合を

占める：保険者はこのターゲット・グループへのサー

ビスには関心がない。
[3]

 

保険者と医療サービス提供者の選択の自由。 慢性疾患者や高齢者は VHI パッケージから恩恵を得る

が、保険者から申込みを拒否される。 

全ての人に基本的で、手の届く医療・介護保険 システムの誤用の可能性。健康保険への加入拒否や保

険料の支払い拒否；健康管理手当の誤用。 

保険者は最も安価な価格について協議し、安い保険料

を保証する。 

医療サービス提供者は“売上収益”を上げるよう駆り立

てられる。より多くの人々がトリートメントを受け、

保険料が上がる。 

 

1.2 特別医療費保険法特別医療費保険法特別医療費保険法特別医療費保険法（（（（AWBZ）））） 

オランダの特別医療費保険（AWBZ）は 1967 年に導入されて以来改定を重ねてきたが、基

本方針に変更はない。この法律は基本的なケアを自分で受けることができない人々に、ケアを

受けさせるために制定された。身体疾患、精神疾患、老人性疾患、さらに知的・身体的・知覚

的ハンディキャップも網羅されている。AWBZ は 1970 年代と 80 年代に特定の疾患だけでなく

精神医療、リハビリ、家庭医療等にまで保障が拡大された。またこの時期に AWBZ は社会保険

制度に成長し、中央政府が殆どのケア、補助器具、セラピーツール、施設を提供、手配した。

但し公費の急激な増加に対する法律の整備や、長期療養・介護システムの効率化を自由市場の

促進によって図ろうとした為、1990 年代には一時足踏みした。 
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この 10 年の間に AWBZ には大きな変化があった。2004 年以来 AWBZ からの補償申請に対

して CIZ が受給資格認定を実施している。2007 年からはサービスの一部は AWBZ ではなく社

会支援法（Social Support Act, WMO）を通じて行われている。主に道具操作の援助（そうじ手

伝いなど）や補助器具（車いすなど）は AWBZ ではなく WMO から支給されている。この変更

の主な動機は、Client に地理的に近いオフィス（地方自治体のオフィス）の方が援助やツール

を効率的に支給できるとの配慮からである。又、地方自治体は中央政府からの予算が限られて

いる為、効率的に活動せざるを得ない。WMO については 1.3 に詳細を述べる。 

 

1.2.1 AWBZ の導入 

AWBZ は長期療養・介護サービスを保障する公的保険制度である。AWBZ の費用の殆どは

認知的制約や身体的・機能的制約の有無にかかわらず（病弱な）高齢者に費やされている。勤

労者または何らかの社会保険給付を受けており、医療保険に加入しなければならない者は誰で

も AWBZ の保険料を負担する義務がある。AWBZ の給付は大きく分けて次の 6 通りの長期療

養サービスに分類される。（p36、3.5.2 以降に詳細な説明がある） 

• 対人ケア: シャワー、身づくろい、髭剃り、トイレ介護 他 

• ナーシング・ケア: 包帯の交換、注射、セルフケア 他 

• カウンセリング: コーヒーの入れ方や書類の書き方など、日常生活の助言 

• トリートメント: 疾病や障害からの回復をサポート（e.g. 脳卒中後の歩行訓練）、技能・

動作の向上（e.g. パニック発作への対処） 

• ケア・ホームやナーシング・ホームへの長期入所  

• 一定の施設への短期入所（最長で 1 週間に 3 日間） 

 上記の上から 4 項目まで、対人ケア、ナーシング・ケア、カウンセリング、トリートメント

は Client の自宅や、Client が入所している病院以外の施設で受けることが可能である。どのよ

うな対人ケア、ナーシング・ケア、カウンセリング、トリートメントでも病院で受けた場合、

そのケアは ZVW を通じて行われる。 

AWBZ の財源は政府、事業主、被用者から拠出される。AWBZ の財源は特別医療費保険基金

または AFBZ（AlgemeenFondsBijzondereZiektekosten）ともいわれる。Figure 2 は AWBZ で

サービスが提供される場合に患者、サービス提供者、保険会社、その他の機関の事務処理や資金

の流れを示している。事務処理のメインプロセスを理解しやすくするため関係機関・資金の流

れを簡略化し、また概観を把握するためにCIZ等その他の関係機関の資金調達方法は割愛した。 

AWBZ から保険の適用を受ける場合、全て CIZ の受給資格認定を受ける。CIZ は個別のファ

ネルモデルに従ってケア・ニーズを評価し（詳細は P27、3.1 を参照）、査定結果は各患者の最

寄りの Care Office に送付される。オランダは 32 のケア圏域（32 care regions）に区分されて

おり、各 Care Office が患者にケアを提供する。 

オランダの全ての Region には Care Office が存在する。Care Office は CIZ の認定に従って

Client に必要なケアを支給するようサービス提供者と契約を交わしている。中央管理庁 
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Figure 2: AWBZ における事務処理及び資金の流れ 

事務処理及び資金のフロー： 

 

1. 事業主は約€4000 を上限として、年収の 12.15%の保険料を支払う。 

2. 政府はフロー1 とフロー3 の差分を支払う。 

3. 健康保険委員会は AWBZ を運営する。 

4. 国税庁は CVZ にClient の財政状態に関する情報を提供する。 

5. 国税庁は CAK にClient の財政状態に関する情報を提供する。 

6. Care Region で最も多くの Client を持つ保険会社が Care Office からのサービスを提供する。 

7. サービス提供者からの請求に対し、CVZ はAWBZ から CAK に支払いをする。 

8. CAK はClient からの一部負担を、CVZ が運営するAWBZ に払い戻す。 

9. CVZ はCare Office が機能するための規則、規定を定める。 

10. Care Office はサービス給付の支払いを CAK に請求する。 

11. CVZ はCare Office がPGB を支払えるよう拠出する。 

12. CIZ は患者のケア必要度を認定し、指定の Care Office に送付する。 

13. Care Office はClient にPGB を支払う。 

14. Care Office はClient に情報を提供し、仲介の労を取り、不満に対応する。 

15. Client はCAK に財政状態に見合った一部負担を支払う。 

16. Care Office はサービス提供者に、Client にケアを支給するよう要請する。 

17. CAK はサービス提供者に、支給したサービスの料金を支払う。 

18. Client はCIZ にケアの認定に必要な情報を提供する。 

19. サービス提供者は Client にケア・サービスを支給する。 

事業主及び 

被用者 
政 府 

一般特別医療費保険基金 

(AFBZ) 
国税庁 保険会社 

健康保険委員会 

(CVZ) 

中央管理庁 

(CAK) 

ケア判定センター 

CIZ 

サービス 

提供者 

資金調達 

情報 

サービス 
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 （Central Administration Office, CAK）がサービス提供者から請求された費用を支払う。CAK

からサービス提供者に支払われる金額は、認定レベル毎に設定されている標準金額である。利

用者とサービス提供者両方にとって、認定レベルを常に更新しておくことが重要である。肉体

的、精神的に Client の状態が悪化した場合はさらにケアが必要となり、サービス提供者はケア

を追加しなければならない。認定レベルを更新していないと CKA から追加に十分な支払いを

受けることができない場合がある。 

CIZ からケア・ホームやナーシング・ホームでの長期入所の認定を受けた Client は、自宅や

民間施設へ住むことを好む場合には Care Office（又は個人介護予算、persoonsgebonden 

budget, PGB）から現金給付を受けるケースがある。この場合 Client のみが PGB と現物給付の

どちらかを選ぶことができる。現物支給と現金給付の組み合わせも可能である。Client が受領

する金額は認定レベル毎に標準的ケア内容と時間が設定されている。P22 の Table 10 はサービ

ス内容と時間を認定レベル毎に分類している。現金給付の場合、Client は直接自分の銀行口座

に PGB の正味金額（PGB 合計から一部負担を差し引いた金額）を振り込まれる。AWBZ の支

出の内容については 2.1 及び 2.3 に詳述する。 

現金給付の SVB サービスセンター（SSP）は PGB を受領している Client を無料でサポート

している。PGB 適格者の一部は PGB への申し込みや継続に必要な手続きにサポートが必要で

ある。SVB は Social Insurance Bank（Sociale Verzekeringsbsbank）の略である。SVB は公的

年金や児童手当など種々の国民保険制度を実施する行政機関である。 

Care Office は利用者がサービス提供者に苦情がある場合には、両者の仲裁に入る場合もある。

Care Office 自身によるサービス（情報提供、サービス提供者紹介、利用者とサービス提供者の

仲裁）はその地域の殆どのサービス利用者が居住している地域の保険会社を通して提供される

ものであり、保険会社は受給者が自分の利用者であるなしにかかわらずサービスを提供する。 

サービス提供者は中央管理庁（CAK）から資金を提供される。サービスを受けた利用者は

CAK に所得、家族環境、年齢に応じた一部負担を支払う。税務部門は CAK と CVZ に患者の所

得状況を報告する。 

  

1.2.2 AWBZ の財源 

収入のあるオランダ市民は全て課税所得の 12.15％を保険料として AWBZ に支払う。（18 歳

未満でも職のある者は含まれる。）2011 年の課税所得の上限は€33,436 であり、AWBZ に納め

る保険料上限は€4,062.50（€33,436 の 12.15％）であった。被用者の場合この保険料は総賃金・

総所得から差し引かれ、事業主が税務部門に納付する。 

オランダ政府は AWBZ ケアが補償する全額をこの所得比例保険料のみで賄うことを目標に

掲げている（18 歳未満の AWBZ ケアも含む）。これまでには AWBZ からの支出が保険料総額

を超過した年もあった。そのような年には政府が国庫を通じて不足分を補填する。AWBZ に対

する補填は国庫負担のうち、Contribution to Reduction Expenses（BIKK）に分類される。 
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1.2.3 AWBZ の長所と短所 

AWBZ の主な長所と短所を Table 3 に示す。 

Table 3: AWBZ の長所と短所（2012） 

長所 短所 

オランダ市民全員に、それぞれに見合った長期療養・

介護及び福祉サービス 

AWBZを利用するClientは収入に応じて、毎月€145.60 

から €2,097.40 の一部負担を支払う（2011）。 

Client がそれぞれの医療サービス提供者、又は福祉サ

ービス提供者を選択 

個々に見合ったケアを確立するには、極めて官僚的な

事務プロセスが必要：高い事務費；Client は混乱する

か十分に情報を得られない。 

オプションの個人介護予算による Client の自主性と選

択の自由の強化  

高齢者のケア・ニーズは早い速度で変化する。CIZ は

ペースを常時維持できない。例）要介護度を毎年再認

定する。 

 

1.3 社会支援法社会支援法社会支援法社会支援法（（（（WMO）））） 
1.3.1 WMO の導入 

2007 年以前には AWBZ が全ての居宅介護サービスを提供していたが、2007
2
年に WMO が

導入され、居宅介護サービスの一部は WMO に移管された。WMO のサービスは地方市役所が

管轄し提供する。WMO の目標には法律により以下の 9 つの「パフォーマンス分野」が定義さ

れている。海老 

1. 社会の結びつき、また村々と地域の居住性の向上 

2. 養育に問題のある親子関係のサポート（予防措置） 

3. Client への情報提供、助言、サポート 

4. 家族介護者（親戚・友人を含む）、ボランティアへのサポート 

5. 慢性的な精神問題、心理社会的問題、身体的制限のある人々の社会参加や独立のサポー

ト 

6. 慢性的な精神問題、心理社会的問題、身体的制限のある人々へ施設やサービスを提供し、

独立・社会参加をサポートする 

7. 家庭内暴力のためのシェルター、家庭内暴力に対応するための政策の導入 

8. 公共のメンタルヘルス・サービスの向上 

9. 薬物依存症政策の向上 

 

上記分野に対応するサービスとして以下が挙げられる。 

• 掃除等の家事サポート 

• リフト付階段や特別トイレなどの家の改造 

• 公共輸送機関を利用できないグループのための地域輸送（タクシー、タクシーやスクー

ター代の補償） 

• ボランティアや非公式介護人のサポート 

• 育児のサポート 

                                                  
2
この章の情報は一部 www.rijksoverheid.nl, http://wetten.overheid.nl.から抜粋。 
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• 車椅子 

• 食料品や食事の宅配 

• コミュニティ・センターや社交クラブなど地域主導活動へのサポート 

• 家庭内暴力の被害者やホームレスのためのシェルター 

 

WMO の条項は以下を含まない。 

• 松葉杖やジマー・フレームなど臨時に使用する用具（これらは保険者が提供） 

• 共同で使用するサービスや用具（e.g. インターネット） 

• セカンドハウス等居宅以外への改築（e.g. キャラバン） 

• 対人ケア （AWBZ が提供） 

WMO は基本的に「フレームワーク立法（“framework legislation”）」であり、地方自治体は

自分の道を選択することが可能である。またオランダの社会支援は比較的若く、ベンチマーク

の作成や“最善の方法”の模索は多くの地方自治体にとって未だプロセスの途中である。 

簡単にいうと WMO は屋外サポートに重点を置いているのに対し、AWBZ は屋内サポートに

重点を置いている。WMO からのサポートは個人介護予算（PGB）からの現金給付か、または

直接給付として地方自治体の雇った人員、施設からのサービスである。また地方自治体は政府

からの地方自治体交付金の形で WMO サービスの資金を得る。 

 

1.3.2 WMO の長所と短所 
Table 4 に WMO の主な長所と短所を示す。 

Table 4: WMO の長所と短所 

長所 短所 

誰でも無料（比較的安い免責額以外） 法令が比較的若い：各地方自治体の WMO 解釈が異なっている；コ

ミュニティー毎に予算が異なる；毎年、WMO 給付額が変わる。 

アクセスが簡単（受付が地理的に近く、

対応が差別的でない） 

自治体によって高齢者世代の人数が異なるが、政府からの拠出はそ

の事実を考慮していない。 

AWBZ よりも非官僚的 Client はいつ CIZ に申し込むかはっきりしない。移動補助器具は保

険者に申し込むかそれとも地方自治体か。 
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第第第第 2 章章章章  オランダの治療セクターとケア・セクターの概要オランダの治療セクターとケア・セクターの概要オランダの治療セクターとケア・セクターの概要オランダの治療セクターとケア・セクターの概要 

2.1 AWBZ、、、、ZVW およびおよびおよびおよび WMO の支出の支出の支出の支出 

 2010 年におけるオランダの医療・介護費用合計は 870 億ユーロであり、GDP の 14.8%を占

めた。Table 5a では、2000 年及び 2006 年から 2010 年までのケア支出を財源別（ZVW、AWBZ

など）、適用範囲別（治療、ケアなど）に分類している。Table 5b は一人当たりの支出、Table 5c

は医療・介護費用を GDP に対する割合で示している。 

Table 5a: 医療介護支出の財源と適用範囲                        単位：百万ユーロ（source: CBS） 

財源財源財源財源 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

政府 6,585 8,206 10,724 11,328 12,215 12,484 

ZVW 13,138 26,727 27,693 32,322 34,191 35,413 

AWBZ 14,580 23,177 23,007 22,169 23,201 24,286 

その他 12,616 12,612 13,220 13,933 14,446 14,923 

適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

治療支出 
26,801 40,688 43,306 46,550 48,851 50,525 

ケア支出 18,080 27,026 28,262 30,175 32,200 33,583 

政策 & 事務費 2,039 3,007 3,074 3,026 3,001 2,998 

支出合計支出合計支出合計支出合計 46,919 70,722 74,643 79,752 84,053 87,106 

 
重要なのはオランダ人一人当たりの医療・介護支出が 5 年の間にほぼ 1,000 euro 増加したとい

う事実である。GDP に対しても医療・介護支出の割合は増加し、エコノミストは経済成長にと

ってマイナスとみている。 
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Table 5b: 1 人当たりの医療・介護支出の財源及び適用範囲                           （source: CBS） 

財源財源財源財源 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

政府 413 502 655 689 739 751 

ZVW 825 1,635 1,690 1,965 2,068 2,132 

AWBZ 915 1,418 1,404 1,348 1,404 1,462 

その他 792 772 807 847 874 898 

適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

治療支出 1,683 2,489 2,643 2,830 2,955 3,041 

ケア支出 1,135 1,654 1,725 1,835 1,948 2,021 

政策 & 事務費 128 184 188 184 182 180 

支出合計支出合計支出合計支出合計 2,946 4,327 4,556 4,849 5,085 5,243 

  

Table 5c: 医療・介護支出の財源及び適用範囲の GDP 割合                          （source: CBS） 

財源財源財源財源 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

政府 1.6 1.5 1.9 1.9 2.1 2.1 

ZVW 3.1 5.0 4.9 5.4 6.0 6.0 

AWBZ 3.5 4.3 4.0 3.7 4.1 4.1 

その他 3.0 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 

適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

治療支出 6.4 7.5 7.6 7.8 8.5 8.6 

ケア支出 4.3 5.0 5.0 5.1 5.6 5.7 

政策 & 事務費 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

支出合計支出合計支出合計支出合計 11.2 13.1 13.1 13.4 14.7 14.8 

 

Table 6 に中央統計局（CBS）がとったカテゴリ別医療サービス提供者の 2008 年、2009 年、

2010 年の医療・介護支出の統計を示す。 
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Table 6: 医療サービス提供者のタイプ毎の医療・介護支出                 2008-2010（source: CBS）* 

 2008 2009 2010 

 
合計 

百万€ 

GDP 

% 

合計 

百万€ 

GDP 

% 

合計 

百万€ 

GDP 

% 

病院 & 専門医診療
1
 20,259 3.41 21,629 3.79 22,390 3.81 

精神医療ケア
1,2

 4,899 0.82 5,273 0.92 5,435 0.92 

GP
1
 2,444 0.41 2,470 0.43 2,528 0.43 

歯科診療
1
 2,418 0.41 2,558 0.45 2,642 0.45 

パラメディカル診療
1
 1,610 0.27 1,720 0.30 1,838 0.31 

地方自治体保健サービス（GGD）
3
 686 0.12 707 0.12 734 0.12 

職場の健康
4
 & 再適応

5
 1,211 0.20 1,224 0.21 1,224 0.21 

調剤
1,2

 6,098 1.03 6,204 1.09 6,366 1.08 

処置用機械器具
1,2

 2,929 0.49 2,670 0.47 2,754 0.47 

サポート・サービス 1,587 0.27 1,785 0.31 1,873 0.32 

その他 2,409 0.41 2,611 0.46 2,741 0.47 

医療支出合計医療支出合計医療支出合計医療支出合計（（（（治療治療治療治療）））） 46,550 7.83 48,851 8.55 50,525 8.59 

高齢者ケア提供者
2
 14,775 2.49 15,211 2.66 15,974 2.71 

障害者ケア提供者
2
 7,138 1.20 7,802 1.37 7,902 1.34 

若年者ケア提供者
2,6

 1,441 0.24 1,819 0.32 1,955 0.33 

社会及び文化活動
3
 1,101 0.19 1,173 0.21 1,225 0.21 

デイケア・センター 
7
 3,602 0.61 3,943 0.69 4,187 0.71 

寄宿舎
6
 541 0.09 576 0.10 580 0.10 

その他 1,577 0.27 1,677 0.29 1,758 0.30 

福祉支出合計福祉支出合計福祉支出合計福祉支出合計（（（（ケアケアケアケア）））） 30,175 5.08 32,200 5.64 33,583 5.71 

政策及び管理組織 3,026 0.51 3,001 0.53 2,998 0.51 

医療・介護支出合計医療・介護支出合計医療・介護支出合計医療・介護支出合計 79,752 13.42 84,053 14.72 87,106 14.80 

*参照番号は、下記のうちどの法律、組織からサービス提供者が補償されているかを表している： 
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1 = ZVW 

2 = AWBZ  

3 = 地方自治体の予算（大きな自治体は予防を通した公衆衛生の向上、町や郡による健康の向上等、

自らの Municipal Health Service（GGD）を持っている。 

4 = 社会・雇用省を財源とする Law on Labor Conditions（ARBO） 

5 =地方自治体予算及び社会・雇用省（主に Law on Working in line with Capabilities（WWNV）） 

6 = AWBZ 以外に、政府予算を問題を抱えた若者へサービスを提供する施設に投資 

7 = オランダ市民は税務部門からデイケア・センターへの支出に補助金が出る可能性がある。 

 

Budget for Care（BZK）は健康厚生スポーツ省（Ministry of Health, Welfare and Sport）が定

義したものであり、予算の数字が多少異なっている。しかしBZK はWMOのための支出、AWBZ

支出のうちの現物支給、そして PGB の適用範囲を特定している。この数字を次ページの Table 

7 に示す。 

Figure 3 に年齢別一人当たりの平均医療・介護費用を示す。これは VW, AWBZ、WMO 全て

の医療、介護、福祉に関わる費用の平均である。ここで Figure 3 は誤解を招きがちであること

を指摘しておかなくてはならない。個人レベルでは医療・介護費用は死の直前に指数関数的に

増加する。高齢者は死のリスクにさらされるために医療・介護費用を使用する機会が増大する。

しかし比較的健康な高齢者でここ数年は死のリスクにさらされていない場合は、若年者と比較

して際立って多くの医療・介護費用を使うわけではない。これは医療経済学の論文 “red herring 

debate” でよく知られている。 

 苦痛緩和ケアのための医療・介護費用についてはあまり知られていない。Client が末期疾患

と診断された場合、自宅で苦痛緩和ケアを受ける場合もあるが、これはホスピス、病院、ナー

シング・ホーム、グループ・ホームでも可能である。また苦痛緩和ケアは ZVW、AWBZ、WMO

のどこからでも資金調達が可能である。これらの費用の詳細分析は未だ入手することはできな

い。Figure 4（P9）は 2000 年に病院で死亡した Client と死亡していない Client に分け、年齢

別に医療・介護費用の支出を示したものである。Client がその年に死亡しない限り、病院でか

かる費用について年齢はそれほど重要な役割を果たしていないとみられる。 
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Table 7: BZK が定義した適用範囲別の医療・介護支出（百万ユーロ）                2008-2010 

適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲 サブドメインサブドメインサブドメインサブドメイン 2008 2009 2010 

公衆衛生
1  108 100 95 

医療保険
2 合計 31,526 33,971 34,893 

 入院患者   17,708 

 外来患者   3,931 

 患者搬送   554 

 薬剤 & ツール   6,908 

 精神保健（医療行為）   3,532 

 海外での医療・介護   467 

 その他   1,793 

長期ケア 合計 21,537 22,931 23,983 

 AWBZ 現物支給   21,380 

 AWBZ PGB   2,158 

 その他   446 

MEE 施設
3  172 178 180 

WMO4  1,475 1,533 1,541 

教育ファンド
5  783 824 839 

WTCG6  – – 488 

合計合計合計合計  55,600 59,537 62,019 

1 = ワクチン等の予防医療が主。 

2 =入院医療保健は病院及び専門医の医療・介護保険。外来医療保健はGP、歯科治療他。 

3 = MEE施設は障害者に無料で情報、アドバイス、サポートを提供する。 

4 = BAK に定義されていない WMO 資金のサブドメインの為、不明。 

5 = 専門家をトレーニングする為の資金 

6 = Law on Compensation for Chronical Illness. 
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Figure 3: オランダの一人当たりの医療・介護支出、年齢別・性別           2009 (Source: [4]) 

 

Figure 4: オランダの病院における一人当たりの年齢別医療・介護支出、病院での死亡者対非死亡者 

2000（Source: [4]） 

 

一人当たりの支出（€） 

男性 女性 

年 齢 

一人当たりの支出（€） 入院ケア 

死亡（2000） 非死亡（2000） 

年 齢 
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2.1.1 ZVW の財政 

 Table 8 に 2006 年から 2012 年までの平均保険料及び ZVW のその他の支出を示す。一人当

たりの保険料及び免責額の支出は 2006 年から 2012 年まででおよそ 50％増加している。同時

に医療サービスの補償の一部は基本パッケージから外されたり縮小されている。この支出の急

増と保障の縮小のセットは医療保険市場におけるそれぞれのダイナミズムに起因すると思われ

る。主な説明要因としては高齢化、医療サービスへの需要を押し上げる「高額な」医療改革、

さらに医療サービスへの自然的な需要の増加である。また ZVW の費用増加は医療保険セクタ

ーに導入した市場メカニズムの予期せぬ悪影響も関連している。この影響が実際に存在するか

は現在調査中である。 

Table 8: 定額保険料及び民間医療保険、免責額、免責額への補償の平均支出（単位：€） 2006-2010, (source: www.zorgkiezer.nl) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

基本パッケージの平均保険料 1027 1091 1040 1056 1082 1211 1239 

民間医療保険パッケージへの 

平均支出 
290 307 334 362 370 375 412 

無事故割引 255 255 - - - - - 

強制免責額 - - 150 155 165 170 220 

無事故割引又は免責額平均* -98 -102 103 106 111 114 135 

慢性疾患の免責額の補償 - - 47 50 54 56 ** 

無事故割引 / 免責額平均を 

含む年平均支出  
1,219 1,296 1,477 1,524 1,563 1,700 1,786 

* 自主的免責額を含む。平均支出は医療・介護の使用平均予測を基に計算される。 

** 不明 

 

2.1.2 AWBZ & WMO の財政 

2010 年の AWBZ の支出予測は 244 億ユーロ（2009 年では 234 億ユーロ）である。2009 年

の AWBZ からの支出は一人当たり 1,400 ユーロである。2010 年の収入は保険料と政府からの

拠出を合わせ、およそ 210 億ユーロだった。2009 年から 2010 年にかけて€1 billion 以上の支

出の増加がみられた要因は、ナーシング・ケア（6 億ユーロ）の増加および直接給付である個

人介護予算（2 億 4000 万ユーロ）の需要増加によるものである。AWBZ の支出は 2008 年以来

予算をオーバーしており、負債は Contribution to Reduction Expenses（BIKK: Bijdrage in de 

KostenKortingen）を通し国庫から補償されている。Table 9 に個人介護予算 PGB の統計の詳細

を示す。 
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Table 9: AWBZ-PGB に関する統計                                2009-2010 (source: [5]) 

Subject 2009 2010 

PGB 適格者数 118,284 120,572 

PGB 適格者への支出 € 2,175 million € 2,397 million 

PGB の実際の支出部分 88.3% 90.4% 

PGB 適格者の PGB 支出  € 1,920 million € 2,116 million 

PGB 適格者の平均 PGB 支出 € 16,232（€44 p/day） € 17,550（€48 p/day） 

SVB サービスセンター（SSP）の PGB 利用者 24,128 26,610 

 

PGB の受領額は CIZ が認定したケアの種類と時間によって決まる。Table 10（次ページ）に

ケア/時間別に受領する PGB の金額を示す。ただ補償金額が実際に受け取るケアの種類とどの

ように結びついているかはわかっていない。サービス提供者が認定レベル毎に AWBZ を通じ

て受け取る金額については公にされていない。 

 AWBZ からケア・サービスを受けた Client は CAK に一部負担を支払う。一部負担は収入、

年齢、家族環境により個別に算定される。  
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Table 10: 受領した PGB の金額。ケア・タイプ及びケア時間別                 2012（source: www.pgb.nl） 

対人ケア対人ケア対人ケア対人ケア ナーシング・ケアナーシング・ケアナーシング・ケアナーシング・ケア 

レベル 時間/週 PGB/年 (€) レベル 時間/週 PGB/年(€) 

1 0 - 1.9 1,483 0 0 - 0.9 1,279 

2 2 - 3.9 4,450 1 1 - 1.9 3,819 

3 4 - 6.9 8,155 2 2 - 3.9 7,633 

4 7 - 9.9 12,606 3 4 - 6.9 13,992 

5 10 - 12.9 17,054 4 7 - 9.9 21,628 

6 13 - 15.9 21,504 5 10 - 12.9 29,258 

7 16 - 19.9 26,693 6 13 - 15.9 36,892 

8 20 - 24.9 33,366 7 16 - 19.9 45,798 

カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング 
Hours Day-parts 

レベル 時間/週 PGB/年 (€) レベル PGB（交通費以外） PGB（交通費含む） 

1 0 - 1.9 1,967 1 2,432 2,724 

2 2 - 3.9 5,903 2 4,865 5,447 

3 4 - 6.9 10,823 3 7,297 8,172 

4 7 - 9.9 16,726 4 9,731 10,893 

5 10 - 12.9 22,630 5 12,163 13,620 

6 13 - 15.9 28,534 6 14,595 16,051 

7 16 - 19.9 35,420 7 17,028 18,485 

8 20 - 24.9 44,276 8 19,460 20,917 

   9 21,893 23,350 

短期入所: 24 時間毎に€ 101  

 

 

次ページの Table 11a と 11b を見ると、AWBZ の支出は大きく増加しているのに対し、AWBZ

からサービスを受ける Client の割合は減少しているのがわかる。これらは 2009 年と 2010 年

に AWBZ からのサービスを利用した施設・在宅別、男女別、年齢グループ別（5 歳毎）の Client

の数である。長期、短期を問わず入所サービスは常に AWBZ から補償され、在宅サービスの場

合は AWBZ か WMO のどちらかが補償している。 

 現在、政府系・非政府系の組織ともに AWBZ の支出を縮小するための助言を試みている。例

えば 2012 年 1 月 1 日からは、個人介護予算（PGB）の受給資格を制限し受給人数を減らすこ

とで支出を抑える。2012 年からは適応症に対応する施設外サービスの認定がある場合のみ、

PGB の形で受領する（2012 年以前に PGB を受け取っていた場合は 2014 年まで継続）。 

全ての Client は年齢、収入、家族構成、受領したサービスに従って AWBZ に一部負担を支払

う。CAK が負担金を集め、CIZ と国の税務部門から現時点での情報を入手する。25 ページの

Figure 5 は AWBZ 関連の資金の流れを表している。 
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Table 11a: 年齢グループ別・性別の AWBZ/WMO 支出 (%) – 65 歳から 85 歳まで      （source: CBS） 

 
年齢別・性別のケア使用割合年齢別・性別のケア使用割合年齢別・性別のケア使用割合年齢別・性別のケア使用割合 

65-70 70-75 75-80 80-85 

ケアのタイプ Year 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

入入 入入
所
ケ
ア

所
ケ
ア

所
ケ
ア

所
ケ
ア

  

ナーシング・ケア 

2004 1.06 1.14 2.46 3.24 5.52 8.16 12.2 18.44 

2009 1.10 1.24 2.34 2.93 5.37 7.55 11.23 17.01 

障害者ケア 

2004 0.34 0.30 0.29 0.25 0.23 0.19 0.15 0.12 

2009 0.35 0.30 0.33 0.28 0.26 0.22 0.19 0.15 

精神医療ケア 

2004 0.18 0.19 0.18 0.21 0.15 0.22 0.15 0.19 

2009 0.19 0.18 0.17 0.19 0.13 0.17 0.09 0.15 

入所ケア合計入所ケア合計入所ケア合計入所ケア合計 

2004 1.56 1.62 2.92 3.68 5.88 8.54 12.48 18.71 

2009 1.62 1.7 2.82 3.38 5.74 7.91 11.49 17.29 

入
所

入
所

入
所

入
所
外外 外外
ケ
ア

ケ
ア

ケ
ア

ケ
ア

 

ホームケア・サポート 

2004 1.96 6 4.24 13.34 8.88 25.21 15.99 35.77 

2009 1.69 5.28 3.42 10.86 7.28 22.02 13.5 34.44 

対人ケア 

2004 2.00 4.1 4.25 8.83 8.71 16.85 16.16 26.21 

2009 2.00 2.93 3.99 5.95 8.28 12.62 15.85 22.66 

ナーシング・ケア 

2004 2.55 3.21 4.77 6.23 8.56 11.41 14.75 18.48 

2009 1.84 2.15 3.09 3.72 5.43 6.69 9.04 10.77 

入所入所入所入所外外外外ケア合計ケア合計ケア合計ケア合計 

2004 4.08 8.07 7.99 16.73 15.18 30.56 26.06 43.39 

2009 3.73 7.2 7.06 14 14.03 27.51 25.06 42.83 

*オーバーラップしているケアのタイプ。例えばナーシング・ケアを受け取っているClient が障害者

ケアも受け取る。この為、入所・入所外の合計がケア・タイプの合計よりも小さくなる。 
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Table 11b: 年齢グループ別・性別のAWBZ/WMO 支出 (%) – 85歳以上及び18歳以上     （source: CBS） 
 

年齢別・年齢別・年齢別・年齢別・性別のケア使用割合性別のケア使用割合性別のケア使用割合性別のケア使用割合 

85-90 90-95 95+ 18+ 

 
ケアのタイプ 

Year 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

入
所
ケ
ア

入
所
ケ
ア

入
所
ケ
ア

入
所
ケ
ア

  

ナーシング・ケア 
2004 24.63 35.7 41.27 54.05 56.41 69.8 1.06 2.67 

2009 22.07 32.45 38.15 50.77 51.74 65.72 1.18 2.71 

障碍者ケア 
2004 0.11 0.08 0.08 0.04 0.03 0.04 0.47 0.36 

2009 0.12 0.1 0.09 0.08 0.11 0.04 0.56 0.42 

精神医療ケア 
2004 0.11 0.15 0.08 0.12 0.11 0.07 0.17 0.12 

2009 0.07 0.1 0.07 0.07 0.04 0.08 0.25 0.14 

入所ケア合計入所ケア合計入所ケア合計入所ケア合計 
2004 24.82 35.9 41.4 54.18 56.55 69.91 1.70 3.15 

2009 22.25 32.64 38.29 50.9 51.89 65.84 1.97 3.26 

入
所

入
所

入
所

入
所
外外 外外
ケ
ア

ケ
ア

ケ
ア

ケ
ア

 

ホームケア・サポート 
2004 22.37 36.51 24.72 29.1 21.43 18.78 1.46 5.29 

2009 20.47 38.35 23.93 32.81 23.56 23.45 1.47 5.07 

対人ケア 
2004 24.97 31.8 30.2 30.7 30.74 23.71 1.51 3.96 

2009 25.46 31.24 32.63 33.37 34.51 28.8 1.64 3.30 

ナーシング・ケア 
2004 21.79 23.6 25.96 23.96 27 19.44 1.55 2.80 

2009 13.53 14.69 17.53 16.47 18.99 15.62 1.17 1.86 

入所外ケア合計入所外ケア合計入所外ケア合計入所外ケア合計 
2004 36.27 46.01 39.56 39.33 36.86 27.7 2.64 6.81 

2009 37.29 49.08 43.17 44.44 41.45 34.06 2.84 6.59 

*オーバーラップしているケアのタイプ。例えばナーシング・ケアを受け取っているClient が障害者

ケアも受け取る。この為、入所・入所外の合計がケア・タイプの合計よりも小さくなっている。 

**18 以上は、18 歳以上の全ての年齢カテゴリを含む。（（18 歳から 65 歳でないことに留意。） 
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Figure 5: Monetary flows involved with the AWBZ in 2010（from www.cvz.nl
3
） 

 

2.2 保険サービス間の連携：患者の電子情報保険サービス間の連携：患者の電子情報保険サービス間の連携：患者の電子情報保険サービス間の連携：患者の電子情報 

Figure 1、2、及び 4 は ZVW と AWBZ の事務手続き及び資金の流れである。ここでは医療・介

護サービス施設とケア提供者間の患者情報の交換について解説する。ここで患者の電子情報に

関する法律は 2011 年に上院否決されたことを述べておく。 

現在、全ての医療サービス提供者は自分たちの患者についてはそれぞれデータベースを持っ

ている。そして依頼があれば医療サービス提供者同士で情報を交換する。例えばある市の心臓

専門医が他の病院から患者情報を欲しい場合は先方の病院に依頼を送付する。そこから患者情

報は郵送ないしはメールで送付される。GP や専門医の間での患者情報の交換は標準化されて

いる。GP が患者について問い合わせた場合、殆どの場合専門医からのフィードバックが返っ

てくる。Figure 6 に医療サービス機関同士の Client についての情報交換の概略を示す。但しこ

の Figure では、例えば地方自治体が GP に WMO の内容について一般的なアドバイスを求めた

                                                  
3
 http://www.cvz.nl/binaries/live/cvzinternet/hst_content/nl/documenten/rubriek+zorgcijfers/ 

geldstromenkaart-awbz.pdf 

政 府 

パーソナル/ナーシングケア 

PGB 給付 

PGB 補助金 

一部負担 

不足分 

AWBZ 

一部負担 

 
€21.7 bill 
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場合、また Care Office に対して予算のアドバイスを求めた場合などの一般的な情報交換は含

まれていない。 

 

Figure 6: 組織間の利用者情報の交換（2012） 

 

 2008 年 11 月 1 日、患者情報の中央集約化が開始した。GP、薬剤師、専門医の患者履歴へ

の容易なアクセスを可能にする修正案も用意された。基本的に修正の草案は、まず GP、薬剤

師、専門医が他の医療専門機関のシステムにある患者情報へアクセスすることを可能にし、そ

れから患者の Citizen Service Number（BSN）を利用して検索するものである。BSN は行政機

関省庁が法律に従い関連するオランダ市民の許可を得て、選択されたプライバシー情報の利用

を可能にするものである。 

保 険 者 

医療サービス提供者 

サービス提供者 

地方自治体 

 

1.  法的には保険者と Care Office は、Client 情報を交換してはならない。但し、現実にはしばしば行われる。医療サ

ービス提供者が（故意に又は事故により）Care Office と保険者の両方に補償を要求していないかチェックするため

には情報交換が必要である。このようなケースを含む様々な目的のための情報交換が 2013 年 1 月に適法化される。 

2. 医療サービス提供者は DBC(2006-2011)又はDOT(2012)を根拠として Client の補償を請求する。彼らは Client の慢

性疾患のリスクなど、DBC- code やDOT-code よりも詳しい情報にはアクセスできない。 

3. 地方自治体は保険会社から患者情報を取得してはならない。2011 年に 4 つの地方自治体が Client の薬名、担当専門

医の氏名など多くの個人情報を要求したとして調査されている。 

4.  CIZ はCare Office に認定レベルと共に必要な Client 情報を送付する。 

5.  Care Office はサービス提供者に現物支給のサービス内容と認定レベルを送付する。 

6.  Client が WMO のサービスを要求する場合、CIZ に認定された AWBZ のケア内容についての正式文書を送付する

必要がある。 

7.  Client がWMO に申し込む場合、Client は地方自治体に他のサービス提供者の Client 情報にアクセスする許可を与

える必要がある。 
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 これは Law on the Use of the Citizen Service Number in Health Care（WBSN-Z）の修正案で

あり、「患者電子情報（“Electronic Patient File” EPD）」 の法律として知られるようになった。

正式名称は ”Amendment to the WSBN-Z Associated with Electronic Information Exchange 

within Health Care” である。オランダの政治体制では、法案は国会（Tweede Kamer）で承認

されて初めて正式な法律となる。WBSN-Z は下院と上院を通過し、2008 年 6 月 1 日から有効

となった。2009 年 6 月 1 日から WBSN-Z に基づき、全ての医療サービス提供者、保険会社、

及び CIZ は BSN を使用して利用者情報を交換することが義務付けられた。WBSN-Z の修正案

の方は 2009 年 2 月 19 日に下院を通過したが、2011 年 4 月 4 日、上院により否決された。 

 重要なのは WBSN -Z の修正案によっても、看護婦、セラピスト、マネージャー、政策立案

者、保険会社、地方自治体、CAK、CIZ またその他の医療関係者や医療関連機関は、自分たち

が所有する以外の情報システムの患者情報にアクセスできないという事実である。修正案でア

クセスが可能なのは GP、薬剤師、専門医のみである。これらの医療関係者は他者の情報シス

テムでは Unique Health Care Provider Identification pass（UZI）で身元を確認された後にログ

インする。従って常識と異なり修正案の目的は、広範囲に渡る医療関係者が中央集約化された

患者情報にアクセスするものではない。EPD 法の目的は、患者の健康に責任を負う医療関係者

が（重要な）医療情報に迅速にアクセスできるようにすることである。これにより本来回避で

きるはずの医療過誤の回避が可能になる。EPD は多重疾患のリスクが高く、自分の状態への理

解が不足しがちであり、多重投薬の状態に陥りやすい高齢患者の緊急外来の際に特に有用であ

る。上院が修正案に反対する主な理由は、プライベートかつ繊細な患者情報に対する潜在的脅

威である。調査によると医者の多くはプライベートな患者情報が十分に保護されていないと危

惧している。システムがハッキングされたり、医療関係者の UZI コードが解読された場合、権

限のない個人が多数のオランダ市民の個人情報にアクセス可能になる。又、多くの医療関係者

に対し新たな ICT システムの知識、関連するプライバシー法、さらには新しい倫理規定の知識

についてトレーニングするのは容易ではない。 

 また上院は、2009年11月健康厚生スポーツ省が18歳以上の全てのオランダ市民に対しEPD

が彼らにとってどのような意味を持つか説明した手紙を送付し、自分を適用除外にする権利、

つまり GP、薬剤師、医療関係者が自分の情報を共有することを拒否する権利を与えたことに

対しても不満を表明している。 

第第第第 3 章章章章  オランダにおける治療とケアの区分けオランダにおける治療とケアの区分けオランダにおける治療とケアの区分けオランダにおける治療とケアの区分け 

3.1 AWBZ
4
の受給資格認定の受給資格認定の受給資格認定の受給資格認定 

AWBZ から給付を受ける場合は誰でも CIZ の受給資格認定を受ける。CIZ はファネルモデル

を基にそれぞれの治療ニーズを評価する。Figure 7 にファネルモデルを図示する。 

 

                                                  
4
 Mainly based on [4]. 



 28

 

 

Figure 7: CIZ ファネルモデル 

 

ファネルモデルのステップは以下の通りである。 

1 Client が AWBZ に申し込む。但し Client の希望により医療の専門家が行うこともある。緊

急の場合は医療専門家のみの申し込みが認められている。 

2 CIZ が AWBZ からサービスを提供する理由が充分整っているか評価する。評価基準は 2 つ

に分類され、それぞれが更に 6 つのパートに分けられている。（1）身体障害、老人性精神病、

精神疾患 / それらの疾患からくる障害、（2） 精神障害、身体障害、知覚障害。この機能障

害は 0 から 3 までの 4 段階のスケールに分けられている。 

0. 問題なし / 第三者からの援助は必要ない 

1. 問題あり / 時々援助、監視、ガイダンスが必要 

2. 問題あり / 頻繁に援助、監視、ガイダンスが必要 

医療診断 / 疾病 / 疾患 

障害 / 参加適応問題 

a. トリートメント / リハビリ / 学習 
b. 環境への適応 / 補助器具 

既存の施設 

Client のケア施設 

同じ家に同居するメンバーの“通常”ケア 

他の法律/法令からの給付 他の法律/法令からの給付 

一般にアクセス可能な施設 

総合ケア・ニーズ 

正味ケア・ニーズ 

12. 家族介護者提供 
のケア 

 

意思決定 

15a. 長期入所 15b.長期入所なし 
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3. 問題あり / 継続的な援助、監視、ガイダンスが必要 

3. 身体障害や社会への不適応も 0 から 3 までの 4 段階で評価される。 

0. 本人が取り組むことが可能 / 第三者からの援助は不必要 

1. 本人が取り組むことが可能 / 第三者からの監督や刺激が必要 

2. 本人が取り組むことが難しい / 第三者の援助が必要 

3. 本人が取り組むことが不可能 / 第三者が代わって取り組む必要がある。 

4. 環境は主に３つのファクターに分けられている。 

• 他の施設や家族介護者が提供するサービスの特徴、規模。AWBZ の認定では家族、隣

人、友人が家族介護者とみなされる。 

• 他の施設や家族介護者が提供する健康状態、負担、将来的サービス 

• 現在の生活状態、ホーム、環境、生活行動、及び本人が転居を希望しているか、又そ

の必要性 

5. 生活、公衆衛生、健康管理、労働及び教育などの法律・規制分野には既に Client が利用

できる条項が存在する。 

6. CIZ は Client がそれぞれの環境で受けるサービスの明確な青写真を描いている。 

7. CIZ はこのステップでトリートメント・リハビリ・学習を通じたケアの問題点について、

新旧を問わず十分な解決策があるか判定する。身体に負担を与える場合（手術など）に

はトリートメントを強制することはできない。AWBZ 以外のサービスにも、これらの解

決策以外に Client の状況を改善する方策がある（下記 8、9、10 参照）。 

8. 通常ケア（Normal care）とは夫婦、両親、子、または他の同居人が互いに与える”通常”

のケアである。同居人にとって重荷となるようなケースは配慮の対象となる。 

9. AWBZ は他の法律によって資金調達することができない場合にのみサービスを提供する。

従って AWBZ は「保障のないリスクのための法律」とも呼ばれる。主に ZVW など他の

法律が医療サービスや福祉サービスを提供できる場合には、そちらがAWBZに優先する。 

10. 一般規定にはなくても、買い物、保育施設など Client が必要とする解決策を提供するこ

とが可能である。 

11. ケア・サービスの特徴、規模、期間、支給方法を決定する。但し、入所についての決定

は除く。 

12. インフォーマル・ケアの担い手への補償を評価する。またインフォーマル・ケアが進ん

で提供されているか、将来的に継続可能かを評価する。 

13. サービスの粗ニーズからインフォーマルケアを除いた実際のサービスを決定する。Client

は申し込みから 6 週間以内に認定を通知される。この認定は原則として 15 年間有効であ

る。障害の度合いが変わらない大人の Client は、認定レベルが何年も変わらないまま 15

年に至る場合もある。疾病や障害が長期療養サービスと多大な費用を必要とする場合に

は認定の度合いが進んでゆくことが多い。つまり認定レベルは 15 年よりも早く、時には

年に何回も変更されてゆく。これは徐々に抵抗力が衰え、疾病や障害の進み方の早い、

AWBZ を受領している高齢者にありがちである。 

14. Client に示されたケアが保護的・治療的な生活環境または恒久的な監視と一対である必
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要がある場合には、決定は長期入所サービスの認定と共に下される。それ以外は AWBZ

が長期入所を必要とみなすことはない。 

1.2.1 に示されるとおり AWBZ のサービスは大きく 6 つに分類される。（1） 対人ケア、（2）

ナーシング・ケア、（3）カウンセリング （個人又はグループ）、（4）トリートメント（個人又

はグループ）、（5）長期入所、（6）短期入所。長期入所と診断されなかった場合はレベルに応

じてサービスを決定する。以下はその例である。 

• 1 週間に決められた平均時間枠でのサービス。これは対人ケア、ナーシング・ケア及び

カウンセリングに適用される。 

• 一日最長 4 時間を単位としたグループ・カウンセリングやグループ・トリートメント。 

• 個人トリートメントには段階区分はない。 

CIZ は関係する医療専門家の情報・診断結果から認定を下す。Table 12 に 6 部門に応じた保

健医療専門家の担当を示す（通常は一人の専門家が診断を下すが、別の専門家が関わったり、

また多岐の専門分野にまたがるチームとして複数の専門家が加わることもある）。CIZ の認定は

15 年を超えると無効だが、殆ど全ての場合、認定レベルはもっと早い時期に変更される。あま

り変化のない知的障害、身体障害を持つ若年層の Client は認定レベルが長年の間変わらない。

それに対して高齢者の Client は進行性の疾病や障害を持つことが多く、認定レベルが頻繁に変

わることを意味している。 

 

Table 12: AWBZ において Client の健康状態の診断に関わる専門家 

 GP 専門医 GZ-精神分析医* 医療教育者 

身体の病気 / 制約 Χ Χ   

老人精神病 /  制約 Χ Χ Χ  

精神疾患 / 制約 Χ Χ Χ  

身体障害 Χ Χ   

精神障害 Χ Χ Χ Χ 

知覚障害 Χ Χ   

*GZ-精神分析医とは "health care psychologist" を意味し、診断に特化した特別精神分析医。 

 

3.2 AWBZ の給付の給付の給付の給付 

 認定レベルが 3 日以上の入所サービスを含まない場合、Client のケア・ニーズは機能とレベ

ルで分類される。Table 13（次ページ）は 3 日以上の入所サービスを含まない場合、AWBZ ケ

アが機能毎にどのようにレベル分けされるかを示す。 

 認定レベルが 3 日以上の入所を含んでいる場合、Client のケア・ニーズは要介護度（ZZP）

で分類される。AWBZ のケア・サービス提供者は ZZP や機能レベル毎に NZa が設定した標準

補償金額を受け取る。この金額は「最大」金額であり、Care Office はサービス提供者と協議し

て金額を低く抑えることができる。但し施設ケアの場合は標準から 94％よりも、施設外ケアの

場合は 85%よりも低くならない。 

 22 ページの Table 10 は機能とレベルの分類方法と個人介護予算からの機能/レベルに応じた

補償を示す。但し Table 10 に記載の補償は AWBZ 制度の現物支給と同額の補償ではないこと
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に留意が必要である。 

Table 13: AWBZ ケアのうち、入所を含まない週 3 日以上のケアについての機能とレベル 

機能機能機能機能 レベルは以下により定義レベルは以下により定義レベルは以下により定義レベルは以下により定義 

対人ケア 時間/週の平均 

ナーシング・ケア 時間/週の平均 

カウンセリング（個人） 時間/週の平均 

カウンセリング（グループ） “Dayparts”/週 

トリートメント（個人） “Dayparts”/週 

トリートメント（グループ） レベルでは表わされていない 

交通費 グループ・カウンセリングとグループ・トリートメントによる。 

 

ZZP とは生活、ナーシング・ケア、トリートメント、日常生活について Client の状況に応じ

た総合ケア・パッケージである。AWBZ の基準に沿って分類された多様な角度からの ZZP が

存在しており、Table 14 にその基準と種類を示す。  

グループ・カウンセリングやグループ・トリートメントの規模によっては交通費の補償があ

る。3 日以上の長期入所のケアを必要としている Client は要介護度（ZZP）で分類される。Client

の入院を認めたナーシング・ホーム等の長期療養・介護施設では、Client の ZZP レベルに照ら

し合わせ、CAK を通じて AWBZ から補償を受ける。Client が 1 日から 3 日の入所ケアを認め

られた場合（短期入所）、ケアの方法は機能、レベルに応じて分類される。 

要介護度（ZZP）がどのように分類され利用されているか説明するため、例として VV-ZZP

を解説する。次ページの Table 15 に示すとおり 7 つの項目毎に 10 通りの VV-ZZP が分類され

ている。表内のマークは以下の段階を表している。 

0 = 適用外 

++ = 監督及び / 又は刺激 

++++ = サポートが必要 

++++++ = 完全な責任の移管 

9 番目と 10 番目の VV-ZZP は特定の Client グループに対する短期ケアに適用する。9 番目の 

VV-ZZP はリハビリテーションをしている Client に適用する。10 番目の VV-ZZP は末期症状

で自宅に住むことはできない Client のための苦痛緩和ケアに適用する。 
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Table 14: AWBZ の根拠と要介護度 

根根根根    拠拠拠拠 特定状況特定状況特定状況特定状況 ZZP シリーズシリーズシリーズシリーズ 

身体の病気 / 制約 - VV 

老人精神病 /  制約 - VV 

精神障害 - VG 

多少の精神障害 LVG 

強い行動障害 / 多少の精神障害 SGLVG 

身体障害 - LG 

知覚障害 聴覚障害とコミュニケーション障害 ZGaud 

視覚障害 ZGvis 

精神疾患 / 制約 - GGZ 

 

Table 15: VV-ZZPs 

 カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング ケアケアケアケア ナ ー シ ンナ ー シ ンナ ー シ ンナ ー シ ン

グ・ケアグ・ケアグ・ケアグ・ケア 

問題行動問題行動問題行動問題行動 

ZZP 社会的自立 精神・社会的

機能 

対人ケア 移動性 運動機能   

VV1 + 0 + + 0 0 0 

VV2 +++ + ++ + + + 0 

VV3 ++++ ++ ++++ +++ ++ + 0 

VV4 ++++ +++ ++ + + + + 

VV5 +++++ ++++ ++++ ++++ ++ + + 

VV6 ++++ +++ +++++ +++++ +++ ++ 0 

VV7 ++++++ +++++ ++++ +++ ++ ++ +++ 

VV8 +++++ +++ ++++++ ++++++ +++++ ++++ + 

VV9 +++ ++ +++ +++ ++ ++ 0 

VV10 +++++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++ + 

8 番目までの VV-ZZP は、ZZP のレベルが高いほど中央管理庁（CAK）を通した AWBZ か

らの補償が高くなる。各 VV-ZZP はそれぞれの疾患や障害に対応している。例えは 7 番目の

VV-ZZP の Client は 8 番目よりも社会的自立、心理・社会的機能、行動障害のスコアがやや高

い。このことは 7 番目の VV-ZZP が心理・社会医学的、老年精神医学的、その他心理医学的分

野に関する問題に対応するのに対し、8 番目の VV-ZZP は心理的よりも身体的な疾患や問題に
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対応することを意味している。8 番目の VV-ZZP の方が高いレベルに置かれているのはサービ

ス支出が大きいためであり、問題の深刻さや悪影響のためではない。 

Table 16 は 2011 年に ZZP のレベルに応じて決定された補償金額である。看護・介護の

VV-ZZP は 10 段階に分かれている。トリートメントがあるなしにかかわらず、全てデイケア・

サービスを提供する。 

Table 16: 医療サービス庁（NZa）が決定した VV-ZZP に応じた（最高）補償額（2011） 

Care weight 

package 

Compensation fee in 

euros/day (no treatment) 

Compensation fee in euros/ 

day (including treatment) 

VV1 58,55 - 

VV2 74,77 - 

VV3 90,49 113,18 

VV4 103,27 125,96 

VV5 141,51 165,38 

VV6 141,55 165,42 

VV7 166,62 197,39 

VV8 194,20 224,97 

VV9 137,76 196,15 

VV10 212,42 243,20 

 

3.3    介護施設の種類介護施設の種類介護施設の種類介護施設の種類 

長期療養・介護サービス（AWBZ）を支給する最も重要な施設はナーシング・ホームとケア・

ホームである。この章ではその他のホームも説明する。 

3.3.1 ナーシング・ホーム 

ナーシング・ホームには重要な機能が 2 つある。第一に重い疾病や障害により殆ど自立不可

能な病気状態で、集中的な対人ケアやナーシング・ケアを必要とする Client に、入居場所とケ

アを支給するものである。第二にケア・ホームやホスピスなど他の施設に入所している Client

に対人ケアとナーシング・ケアを提供する。ナーシング・ホームからの入所先、投薬、ツール

又その他全てのケア（専門家によるケアも含む）は AWBZ から補償される。そして Client がナ

ーシング・ホームを出て病院に入院した場合には、全てのケアは ZVW から補償される。 

2009 年、オランダには 479 のナーシング・ホームが存在し、74,430 名の入所が可能であっ

た。 

3.3.2 ケア・ホーム 

ケア・ホームは自宅に住むことのできなくなった Client にケアを提供するものである。ケア・

ホームでは在宅ケア、対人ケア、基本的なナーシング・ケア（e.g. 包帯の交換、服薬の介助）

を提供する。いわゆる「標準的」ケア・ホームは政府が監督し、AWBZ から入所とケアの殆ど
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が補償される（自己負担以外）。民間のケア・ホームは AWBZ から補償されず、Client の自費

となるが、PGB を利用して入居先とケアを賄う場合もある。ただケア・ホームというターミノ

ロジーは以前ほど頻繁には使用されなくなっている。 

2009 年には 1,131 のケア・ホームが存在し、又、ケア・ホームとナーシング・ホームを組

み合わせたサービスを提供するホームは 290 あった。2009 年におけるケア・ホームの入所定

員は 96,172 名であった。Table 17 に性別、年齢別、配偶者の有無によるケア・ホーム、ナー

シング・ホームの利用歴を記す。 

 

Table 17: ケア・ホームとナーシング・ホームのユーザの割合。性別、年齢別、配偶者の有無別。  2008-2009 (source: SCP). 

カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ レベルレベルレベルレベル ユーザ割合ユーザ割合ユーザ割合ユーザ割合（%） 

 ケア・ホーム ナーシング・ホー

ム（身体） 

ナーシング・ホー

ム（老人精神医学） 

性別 男性 23 29 23 

女性 77 71 77 

年齢 55-64 1 8 3 

65-69 2 5 3 

70-74 3 11 6 

75-79 10 18 14 

80-84 23 20 25 

85-89 32 22 27 

90+ 30 15 22 

平均年齢 85.8 80.5 83.4 

配偶者の有無 既婚 9 25 23 

離婚 5 7 5 

寡婦 / 寡夫 76 57 65 

未婚 10 11 6 

 

3.3.3 関連施設 

 以下はその他にオランダに存在する高齢者のホームやケア施設である： 

• ケア・ファームは農企業や園芸企業が、精神障害者、身体障害者、（認知症の）高齢者に

デイケア活動を提供するものである。これらのデイケア・サービスは AWBZ が補償する。 

• 在宅ケア組織。在宅ケア組織は自宅や長期療養・介護施設に住む Client に在宅ケアを提供

する。在宅ケア組織は地方自治体か民間所属であり、Client の自費か WMO から支払われ

る。 
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• ホスピス。末期疾患で余命が3ヵ月以内と診断された者はホスピスに移される場合がある。

ホスピスで提供されるのは苦痛緩和ケアのみである。さらに末期患者の幸福状態を改善す

るボランティアが働く“almost home”施設が存在する。又、「ハイケア・ホスピス」は末期

患者に対し、病院と同等のメディカル・サービスを提供する。 

 

3.4 AWBZ に関わるマンパワーに関わるマンパワーに関わるマンパワーに関わるマンパワー 

ここでは AWBZ ケア関連の仕事につく種々のスタッフについて述べる。 

3.4.1 ナーシング・スタッフ 

オランダのナーシング及びケア・スタッフのレベルは基本的に 5 段階に分けられている。レ

ベル 5 が最も高く、Bachelor of Nursing を取得してから、Higher Education（HBO）の機関で

実際に職業として経験した後に初めて得ることができる。Bachelor of Nurse を目指す学生は老

人病学、小児科、精神科、入院ケア、そして「社会的ナーシング」（予防、ワクチン接種、健康

アドバイス関連）に特化する。 

レベル 4 のナースは Secondary Occupational Education（MBO）で最も高いレベルの成績を

修める必要がある。レベル 4 とレベル 5 の主な違いは、レベル 5 は学習の中でコーディネーシ

ョンとマネジメントに重点を置き、何らかの成果を実地に活かそうとすることである。レベル

4、レベル 5 のナースはマスターを取った後、ナーシング・スペシャリストになることも可能

である。ナーシング・スペシャリストは患者に対して注射、投薬などの処置を行い、より独立

した権限を持って仕事に当たる。ナーシング・スペシャリストに関しては 5 つの専門分野がBIG

の法律に基づいて保護されている：予防的ケア、急性疾患ケア、集中的ケア、慢性疾患ケア、

及び精神的ケアである。 

レベル 5 のナースも Master of Advanced Nursing Practice を修めた後、ナース・プラクティ

ショナー になることができる。ナース・プラクティショナー（NP）は診察室で患者に会い、

診断を下し、薬を処方し、又、しばしば GP の横で仕事をする。NP がターゲットとするグル

ープは慢性患者である。NP が慢性患者のトリートメントに当たることにより、患者がより「高

額な」専門医を頻繁に訪れる機会を減らす手助けをする。 

レベル 1、2、3 のケア・スタッフは正式なナースではなく、ホームケア・スタッフに分類さ

れる。 

 

3.4.2 在宅ケア・スタッフ 

在宅ケア・スタッフは医療行為を行うことはできず、そうじ、入浴、着替えといった在宅援

助にあたる。レベル 1 のトレーニングを受けたホームケア・ヘルパーは食事の準備やその他の

在宅援助をする。在宅援助は Client の自宅で行うこともあるが、グループ・ホームやナーシン

グ・ホームで行う場合もある。レベル 2 のホームケア・ヘルパーはベッドから出る、ベッドに

入る、着替え、シャワー、入浴などの対人ケアを提供する。レベル 3 のホームケア・ヘルパー

は更にスケジュール作成、個々の在宅援助とケア・プラン作成、報告書作成の訓練を受ける。

又、服薬の手助けや自分への注射など基本的ナーシング・タスクを学ぶ Individual Health Care 

（IG）の学位を持っている場合がある。 
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3.5 AWBZ の給付範囲：の給付範囲：の給付範囲：の給付範囲：ZVW やややや WMO との仕切りとの仕切りとの仕切りとの仕切り 

Client がサービスを受ける場合、どの健康保険からの補償かはっきりしないことが多い。こ

こではどのように ZVW や WMO の財源から AWBZ が分けられているかを述べる。CIZ のファ

ネルモデル（P27、Figure 7）の Point 9 には、Client が他の同様の公的サービスを受ける権利

がある限り、AWBZ からは補償されないことが明記されている。これは可能である場合には

ZVW や WMO からのケアは AWBZ のそれに優先することを意味する。ケア・サービスが ZVW

や WMO を通じて支給されない場合に初めて AWBZ を通じて支給される。ここで AWBZ の 6

種類のサービスを説明し、どのように AWBZ が ZVW や WMO の財源から区別されているか

を述べる。 

 

3.5.1 AWBZ の給付内容  

 通常のケア・ホーム又はナーシング・ホームでのケアと入所費用のほとんどは AWBZ が負担

する。従ってこれらの標準的施設は AWBZ 施設とも呼ばれる。民間のケア・ホームやナーシン

グ・ホームに入所している間は、Client がケアの費用と入所費用を支払う。この場合 PGB から

の現金給付を利用して支払う場合もある。 

 Client が標準的施設に入所している場合にのみ対人ケア、ナーシング・ケア、在宅ケア・カ

ウンセリングおよびその他の支給品が AWBZ を通じて支給される。Client は AWBZ 一部負担

により、サービスや支給品の一部を自己負担する。その他のサービスや支給品とは、例えばト

イレット・ペーパーやフットケアなどを指す。これらのサービスや支給品は給付内容

（Provisions）とも呼ばれる。医療上の必要がない場合、給付内容の殆どは Client 自身が支払

う。AWBZ からの支出により Client が受け取る給付内容の例は以下のとおりである： 

• 1 日 3 度の食事、十分な飲料（コーヒー、紅茶、ソフトドリンクなど）、くだもの及び健康

的なスナック。アルコール飲料やその他のスナックは除く。 

• プラスチック製手袋、ウェットタオル、トイレットペーパーなど特定のケア用品。シャワ

ー用ジェル、石鹸、髭そり用具、歯ブラシ/歯磨き粉などの一般的ケア品は除く。 

• 衣服の洗濯、乾燥、アイロンがけ、ドライクリーニング。医学的理由により余分な洗濯を

必要とする場合は除く。 

• 医学上必要であったり、Client 自身が自分でできない対人ケア。特定の障害のために爪を

切れなかったり、障害や糖尿病のためにフットケアができない場合など。 

• テレビのケーブル接続。テレビやケーブルテレビの会員権は支給されない。 

 

3.5.2 AWBZ の責任範囲:対人ケア 

シャワー用具等の移動式生活用具を短期間（6 ヶ月未満）必要とする Client は AWBZ のレンタ

ルサービスを利用できる。長期レンタルの場合（6 ヶ月以上）は地方自治体を通じて WMO か

らレンタルする。Client が WMO の対人ケアでレンタルを申し込んだ場合には、当初は AWBZ

から受ける可能性もある。WMO が常に直接支給できるとは限らないからである。Client の自

宅の改修が必要な場合には、AWBZ が申請内容と実際の工事とのギャップを埋める役割を担う。
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また ZVW も以下の対人ケアを提供する。 

• 補助器具（サポートストッキングの着脱など）。AWBZ はこのような補助器具の使用が

困難になった場合に専門的にサポートする。 

• 薬剤師が医薬品の準備・投与を依頼する（以前は在宅介護士が行っていた）。薬剤師が医

薬品を手配できなかった場合、健康管理の専門家が医薬品準備・投与を手助けする。（摂

取量が頻繁に変わったり、液体や軟膏が投与された場合など。） 

• Client が学習不能であったり、技術を会得できない場合を除いた、医療専門家によるト

リートメント又は処置を通じたセルフケアや特殊技術の習得。（人口肛門・膀胱の扱い方、

チューブによる食事摂取など。） 

 

3.5.3 AWBZ の責任範囲: ナーシング・ケア 

AWBZ と ZVW のナーシング・ケアの境界は複雑である。但し、どのようにナーシング・ケ

アの責任範囲を定めるか基本的な考え方は同じである。ナーシング・ケアが専門医療とセット

でなければならない場合は、入院の是非に関わらず ZVW が、それ以外は AWBZ が手配する。

ナーシング・ケアに関して健康保険委員会（CVZ）は ZVW と AWBZ を以下の 3 点で区別して

いる。 

• 疾病やトリートメントの重大さ（生命に関わる？ リスク？） 

• 状況の複雑さ（安定性、予測可能性など） 

• 医療専門家が関わる度合い（指示、監督、介入、管理など） 

CVZ は次の 4 つの側面から AWBZ と ZVW を区別している。 

1. 専門医に対応、監督を任された複雑なナーシング・ケアで、専門医に治療介入の用意があ

り介入のフィードバックを必要としている場合には ZVW の管轄。例としては自宅での点

滴療法。 

2. 監督や介入が不必要な、それほど複雑でないが医療専門家が直接関わるナーシング・ケア

で、Client が合理的に認められる範囲で入院を希望している場合には、ZVW が手配する。

例としては専門医の責任で行う定期的な注射。 

3. 監督や介入が不必要な、それほど複雑でないが医療専門家が直接関わるナーシング・ケア

で、Client が合理的に認められる範囲で入院を希望していない場合には、AWBZ が手配す

る。例としては頻繁なトリートメントを必要としたり、トリートメントを必要とする体の

不自由な Client。 

4. GP の指示によるナーシング・ケアで、Client が合理的に認められる範囲で GP のオフィス

に受け入れを望む場合は ZVW の管轄である。GP の指示によるナーシング・ケアで、Client

が合理的に認められる範囲でGPのオフィスに受け入れを希望しない場合はAWVZの管轄

である。例としては自宅や長期療養・介護施設で頻繁な包帯の交換が必要な場合。 

専門医が直接管理し責任（割当、指導、フィードバック）を持って行うナーシング・ケアは

ZVW の管轄である。これにはカテーテル指導や注射の仕方などの処置、トリートメントに伴う

指導や情報提供も当てはまる。このような分類から推してナーシング・ケアが直接 ZVW の管

轄ではないとされた場合には、他の要素も考慮に入れる。これらの流れを次ページの Figure 8
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に示す。サービス提供者の管理部は利用者に提供されたケアを責任を持って分類し、医療サー

ビス保険者又は AWBZ いずれかの予算から資金を引き出す。 

 

Figure 8: AWBZ のナーシング・ケアと ZVW の境界のフロー図          （source: [6] page 102） 

3.5.4 AWBZ の責任範囲: カウンセリング 

AWBZ のカウンセリング治療は WMO のそれとは区別されている。ここではどのようなカウ

専門医のみが実践者？  

専門医が全ての責任を負う？ 

専門医のみが現在のトリートメントの変更が可

能？ 

専門医のみがナーシング・ケア関連の処方がで可

能？ 

GP が実践の中心？ 

専門医は直接 GP から相談を受け、トリートメン

トを変更？ 

GP は仲介者であり、最初に相談を受ける？ 

ナーシング・ケアは週 1x 未満？ 

少なくとも日に一度はナーシング・ケアがある？ 

ClientにGPを尋ねることができない程の障害があ

る？ 

医療の責任 

専門医の 

関与 

ナーシング・

ケアの頻度 

機能障害 
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ンセリングが AWBZ の責任範囲であるかを定義し、そして WMO が管轄するカウンセリング

を解説する。AWBZ のカウンセリングはおよそ以下の活動から構成されている。 

• スキル、活動のサポートや反復練習 

• 人生を取り戻す、自己管理のサポートや反復練習 

• Client を監督し主導権をとる 

 

AWBZ のカウンセリングは以下の分野に対処する。 

• 社会的自立 

• 移動性 

• 精神機能 

• 記憶と見当識 

• 中度、重度の行動障害 

この 5 つの分野をさらに細かく分けると以下の通りである。制約に基準を設けて「少し」「ど

ちらかというと」「大幅に」に分類する。 

社会的自立社会的自立社会的自立社会的自立 

• 人の話を理解する 

• 会話ができる 

• 自分の言うことを理解させる 

• 単純作業の開始、実行 

• 読む、書く、計算 

• コミュニケーションツールの使用 

• 日課や日常活動 

• 問題解決や意思決定 

• 日課を決める 

• お金の管理や配分 

• 複雑な仕事の開始、実行 

• 事務作業の継続 

移動性移動性移動性移動性 

• 姿勢を保つ 

• 単純な腕、手の動作 

• 複雑な腕、手の動作 

• 軽いものを持ち上げる 

• 足と脚を組み合わせた動作 

• 姿勢を変える 

• 補助なしでの階段の上り下り 

• 補助を伴う動作 

• 家の中を補助なしで動き回る 

• 公共交通機関を使用する 

• 自分の交通手段を使う 

• 短距離を歩く 

• やや重いものを持ち上げる 

精神機能精神機能精神機能精神機能 

• 集中力 

• 記憶および理由付け 

• 回りへの認識 

見当識見当識見当識見当識 

• 人としての見当識 

• 空間の見当識 

• 時間の見当識 

• 場所の見当識 

行動障害行動障害行動障害行動障害 
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• 自分や他人に対する破壊行動、文字通り又は比喩的な言い回し 

• 脅迫的な行動 

• 身体的に攻撃的な行動 

• 操作的行動 

• 言語上攻撃的な行動 

• 自分を傷つけたり自己破壊的行動 

• 限界を超えた性的行動 

WMO を通して提供可能なサービスは AWBZ に優先する。カウンセリングに関していえば

WMO は Client の社会参加に関するカウンセリング・サービスを提供する。全ての地方自治体

がどのように Client の障害をサポートするか認識しており、サービスの提供には責任を持つ。

12 ページの 1.3.1 に記載のとおり 9 つのパフォーマンス分野がある。地方自治体がどのように

障害を持つ高齢の Client のサポートに当たるかを Table 18 に示す。 

Table 18: WMO の適用範囲および高齢者福祉の事例 

適用範囲 事例 

社会との結びつきや村、近隣の居住性の改善 クラブハウス、"drop-in-centre"、近隣活動、スポーツ、公園のベ

ンチ、社会・文化活動、ボランティアとのふれあいネットワー

ク、ふれあい活動、安全性、社会福祉活動 

若年層へのサポート及び養育に問題を抱え

ている両親 

高齢者については事例なし 

Client への情報提供、アドバイス、サポート ワンデスク・ポリシー（受付が全てのサービスを提供するのが

目標）。Client 及び市民の参加、不満への対応 

家族介護者及びボランティアへのサポート ボランティア・サービス、雑務、家族介護者のサービスポイン

ト、ケアの停止を監督、家族介護者仲介者、ボランティア・コ

ース、"バディ・プロジェクト"（バティとは脆く孤独な人に付き

添うボランティア） 

慢性的精神的苦痛や心理的問題、身体的限界

を抱えている人々の社会参加、自立の促進 

社会福祉、借金サポート、高齢者の食料、公共の場、施設、公

共交通手段へのアクセス、住民への適応など一般的施設やプロ

ジェクト 

慢性的精神的苦痛や心理的問題、身体的限界

を抱えている人々に施設やサービスを提供

し、自立や社会参加を促進する。 

家事援助、車椅子、スクーター、交通手段、生活用品、自立し

て住むためのサーポート、日常活動、食事の準備など個別のニ

ーズに対応する施設やプロジェクト。現物支給ないしは個人介

護予算。 

家庭内暴力と戦う為、シェルターを提供し、

政策を導入する。 

自宅の現状から逃避し、自立できない人に一時的なシェルター、

ガイダンス、情報、アドバイスを提供する。 

公共の精神保健の改善 クライシス・ホットライン。社会的弱者にコンタクトを取りサ

ポートする。 

麻薬中毒政策の改善 高齢者の事例はなし 

どのような形のカウンセリングも ZVW が AWBZ に優先する。精神病患者に対する個別カウ

ンセリングやデイケア・サービスの一部は精神科トリートメントであり、専門医の責任である。

この場合、カウンセリングは ZVW から補償される。診断やトリートメント期間の過ぎた後に
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心理的カウンセリングの必要が生じた場合には、カウンセリングは医療トリートメントではな

くなり AWBZ の資金が投入される。保険者の一部は自分たちの VHI パッケージからインフォ

ーマル・ケアを提供している。 

 

3.5.5 AWBZ の責任範囲: トリートメント 

AWBZ のトリートメントはその殆どが、特別な訓練を受けた専門家が複雑な手当に関わる継

続的、組織的、長期的そして多岐の専門分野にまたがるケアである。ZVW のサービスは通常

は継続的、組織的、長期的ではないが、多岐の専門分野にまたがることもある。例としては、

複数の障害を負い、行動障害セラピー、医療行為、パラメディカル・サポートが必要な場合な

どである。 

 AWBZ サービスの場合にはサービスをコーディネートする実務者を Client に割り振る。この

実務者は実質上どの分野から来ても差し支えない。トリートメントは状態の悪化や疾病からの

合併症を抑えたり、障害や機能障害に陥るのを防いだり、新しいスキルや行動を学ぶためのも

のである。 

 

3.5.6 AWBZ の責任範囲: 長期入所
5
 

3.1 に記したとおり長期入所（週に丸 4 日以上）の認定は、要介護度（ZZP）に沿って行わ

れる。正式には家族介護者（親戚・友人を含む）の監視など民間医療保険のサービスや補償は

ZVW の義務ではなく、従って優先順位といったものは存在しない。その代わり、家族介護者が

このオプションを持っているときは、CIZ ファネルの Point12 を根拠として認定を変更するこ

とができる。また、精神病施設に入所してから継続して最初の 365 日は ZVW が補償する。 

 

3.5.7 AWBZ の責任範囲:短期入所 

AWBZ の短期入所サービスには他のどの法律も優先しない。但しアラーム、ボランティア、

MEE（機能障害を持つ人々をサポートする組織）を通したサポート、民間医療保険、インフォ

ーマルの介護人など、一般的にアクセス可能なサービスは勿論 AWBZ に先んじる。 

                                                  
5
Information from http://zorgzwaarte-pakket.nl. 
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補足資料：法律及び報告書補足資料：法律及び報告書補足資料：法律及び報告書補足資料：法律及び報告書 

 

1. WMCZ：ケア施設への：ケア施設への：ケア施設への：ケア施設への Client 参加に関する法律参加に関する法律参加に関する法律参加に関する法律 

第 I 章：一般的定義 

第第第第 1 条条条条 

3 本法律では次の定義を適用する： 

a. 我々の大臣：我々の健康厚生スポーツ省（VWS）の大臣； 

b. 施設： 

1. Law on Healthcare Institutions Acceptance（WTZi）の施設； 

2. あらゆる協会組織 - 社会で独立した単位として運営され、社会的ケアや公衆

衛生を提供し、 

a. 健康保険法（Health Insurance Act（ZVW））、又は特別医療費保険法

Exceptional Medical Expenses Act（AWBZ）に基づき、健康保険委員会

Health Insurance Board（CVZ）から財源を得る； 

b. 法律 VWS 補助金の枠組みに基づき、我々の大臣から、又は社会支援法

（WMO）に基づき、地方自治体から財源を得る； 

3. あらゆる協会組織 - 社会で独立した単位として運営され、中毒患者へのケア

を提供し、我々の大臣、地方自治体、または Province から財源を得る； 

c. 医療サービス提供者： 

1. 施設を維持管理する法人または自然人； 

2. 施設を共同で維持管理する複数の法人または複数の自然人； 

d. Client：施設の機能を享受する自然人 

4 協会組織 - 社会で独立した単位として運営され、社会的ケアや公衆衛生を提供し、我々

の大臣の法的財源以外を根拠として資金調達している場合、本法律は主務省令に基づ

く施設と分類する。 

5 刑法に定めるとおり、司法機関が行う非自主的なトリートメントについては本法律を

適用しない。 

第 II 章：Client Council 

第第第第 2 条条条条 

1.医療サービス提供者は運営する全ての施設において、施設が目的とする枠組みの範囲で、

特に Client 共通の利益を推進する Client Council を設置する。 

2.医療サービス提供者は以下を書面にする。 

 a. Client Council のメンバー数、指名方法、どのような個人がメンバーとして選挙される

か、又、メンバーの正式な指名期間： 

 b. Client Council の物理的手段。Client Council は活動の為に何を利用できるか。 

3. 上記 2.の設定により、Client Council は、 

 a. 合理的に Client の代表とみなされる。又、 
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 b. Client の共通利益を推進する能力があると合理的に期待される。 

4. Client Council は法的拘束力のあるなしにかかわらず、代表を含めた活動方法を書面にす

る。 

5. 第 10 条の 2.に定める Client Council が行う法的訴訟の費用は、医療サービス提供者に

あらかじめ通知されている場合のみ、医療サービス提供者に課せられる。 

6. 上記 2. に記載の条件を調えた後、医療サービス提供者は本規定が定める Client Council

のメンバーを指名する条件を設定する。医療サービス提供者は、Client Council のメンバ

ーが規定が定める定員に満たない為 2 年間機能しなかった場合には、いつでも条件を設

定し直すことができる。 

第第第第 3 条条条条 

1.医療サービス提供者は以下に関する意図的な決定全てについて、Client Council に対し助

言の機会を与える： 

 a. 目標又は法的根拠の変更； 

 b. 経営管理の移転、合併、又は他の施設との長期にわたる協業の開始あるいは終了； 

 c. 施設の全て又は一部の清算、移動あるいは大規模な立て替え； 

 d. 組織内の重要な変更； 

 e. 活動の重要な縮小、拡大、その他の変更； 

 f. 施設内の労務管理について直接的に最も強い管理権限を持つ担当者の指名； 

 g. 予算および年次決算； 

 h. Client の一般的受け入れ方針、及び Client の医療サービス給付の終了； 

 i. Client の一般的な給食、セキュリティ領域での一般的方針、健康、衛生状態、精神保

健、社会的サポート、リクリエーション活動； 

 j. 組織の警備、Client に提供されるケアの品質管理と向上； 

 l. 第 2 条の 2.に記載の手配の変更、また Client に適用するその他の手配の決定、変更； 

 m. 施設で長期入所の Client に 24 時間体制のケアを支給する部署の管理責任者 

2. 意図的決定に大きな影響を与え得る段階になった場合には、助言を依頼する。 

3. Client Council には上記 1.に記載の事項に関し、又、Client に重要な場合にはそれ以外の 

 事項に関し、依頼がなくても医療サービス提供者に助言を与える権限がある。 

第第第第 4 条条条条 

1.医療サービス提供者は、Client Council の書面による助言と異なる決定を採用しない。 

 協議していない場合は、合理的に可能ならば少なくとも一度は協議する。 

2. 第 3 条の 1.m.に定める課題に関し、医療サービス提供者は法律に基づいて取られた決

定以外、又、Client Council の書面による助言と異なる決定を採用しない。但し、第 10

条に記載の Committee が、医療サービス提供者が全ての利害関係者を交えて合理的に話

し合った後に決定に至ったと判断する場合は、この限りではない。 

3. 医療サービス提供者は、Client Council が書面により助言した課題について、その決定

が異なる場合には Client Council に書面で通知し、議論を提起する。 

4. 医療サービス提供者が上記 2.と矛盾した決定を下し、Client Council が書面により医療
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サービス提供者に無効を申し立てた場合は無効とする。Client Council は医療サービス提

供者が決定を通知してから、1 ヵ月以内に無効を申し立てなければならない。Client 

Council が医療サービス提供者が既にその決定を導入、実行したことに気付いている場

合、通知はデフォルトとする。 

第第第第 5 条条条条 

1. 医療サービス提供者は、Client Council がその仕事と義務は果たす合理的な目的をもっ

て書面で依頼した場合、タイムリーに全ての情報とデータをClient Councilに提供する。 

2. 医療サービス提供者は少なくとも年 1 回、Client Council に口頭もしくは書面で過去の

期間に実行された方針、また来年実行する方針を提供する。 

第第第第 6 条条条条 

1. 医療サービス提供者は、Client に対して本法律に記載している以外の権限を割り振るこ

とが可能である。かかる決定については Client Council に書面で通知する。 

2. 医療サービス提供者は、Client Council に対し上記 1.に記載の決定について、又、かか

る決定を変更する場合について助言する機会を与える。第 4 条も同様の運用とする。 

第 III 章 管理理事会 

第第第第 7 条条条条 

1. 医療サービス提供者が民法第 2 巻第 3 条に記載の法人の場合には、法律により Client

が理事会の総会に影響を与え得る規定があり、それは保護されている。規定により、少

なくとも理事の１人はClient Council又は複数のClient Councilの合同の指名を必要とす

る。但し Client Council 又は複数の Client Council がこの権利を行使しない場合、又はし

なかった場合はこの限りではない。 

2. 上記 1.は理事会の１人ないしは複数のメンバーが金銭的報酬を伴う雇用契約によって

職務を遂行している場合には適用されない。この場合、上記 1.と同等の機能を果たすた

め、施設の総会が理事会の決議への監視、承認に責任を負う。 

第 VI 章 公表 

第第第第 8 条条条条 

医療サービス提供者は本法律が施設に適用する方法により、書面による年次報告書を作

成する。 

第第第第 9 条条条条 

1. 医療サービス提供者は以下を決定し 10 日後に公表する： 

 a. 年次報告書； 

 b. 文書化したケア給付の一般的基準を含む方針の出発点 

 c. 一般方針に関わる理事会の議事録及び決議リスト 

  d. Client の苦情処理に関する規定、及びその他 Client に適用するルール、第 2 条の 2.に

記載の規定。 

  e. 第 8 条に記載の報告書 

2. 公表とは書面を閲覧できるようにすること、及び要求に応じてコピーを渡すことである。 

3. 公表の通知は Client への通知と同様に行う。 
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4. コピーを配布する毎に料金を請求するが、原価を超えてはならない。但し、施設に Law 

on publicity of governance（WOB）が適用できる場合はこの限りではない。 

第 V 章 コンプライアンス 

第第第第 10 条条条条 

1. 医療サービス提供者は Client Council 又は複数の Client Council の合意を得て、メンバ

ー3 人から構成される受託者委員会を設置する。うち 1 人は医療サービス提供者が、1

人は 1 つ以上の Client Council が、またもう 1 人はそのどちらかが指名する。又は医療

サービス提供者が、1 つ以上の Client 組織と 1 つ以上の医療サービス提供者組織により

設置された受託者委員会を指名する。受託者委員会は調停作業を監督し、以下の場合、

必要に応じて合同評決を下す。 

 a. 第 3 条；第 4 条の 1. 及び 3.；第 5 条の 1.；及び第 9 条に関して医療サービス提供者

との意見の不一致により Client Council から依頼された場合。 

  b. 医療サービス提供者が第 3 条 1. i-m の内容に関して、Client Council からの書面によ

る助言と異なる決議を希望し、依頼した場合。 

2. Client Council 及び施設の Client 全員は、医療サービス提供者が拠点を置く地域の郡法

廷/州法廷の郡判事/州判事に、医療サービス提供者が第 2 条、第 5 条の 27、本条の 1.

に準拠する命令を出すよう書面により申し立てることができる。あらかじめ医療サー

ビス提供者に不服申し立てに従って行動するよう要求せず、又、不服申し立てに従う

よう妥当な条件を提示しない申込者は、非許容とみなされる。 
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Foreword 
 

This report is written by the Leyden Academy, a knowledge center in the Netherlands 

with the mission to improve the lives of older people, on a request from the Institution for 

Future Welfare, a knowledge center in Japan. The request by the Institution for Future 

Welfare pertains to an oversight of the Dutch long-term health care system together with 

questions relating to more specific dynamics of the system. The Leyden Academy gives a 

complete oversight, as well as answers to the questions that were outlined. 

The report is divided into different chapters and also offers extensive 

supplementary material. In the first chapter, an oversight is given of the Dutch health care 

system. Central in this chapter are three different health care acts – the health care 

insurance act (ZVW), the exceptional medical expenses act (AWBZ), and the social 

support act (WMO) – and the institutions involved in fulfilling these acts. The second 

chapter mainly offers information on the size of the demographic and financial issues 

related to the health care acts. Also, information about aspects surrounding the three 

health care acts is given. For example, a paragraph is dedicated to the way health care 

institutions exchange information about clients. The third chapter offers information 

about the boundaries of the acts: the three different health care acts (potentially) overlap 

in certain ways and detailed information is given how rules and regulations are set to 

separate the different fields. Supplementary material exists of translations of laws 

surrounding the three health care acts, such as the Law of Client Participation in Health 

care Institutions is added. 

 In this report patients, health insurance consumers, and those eligible for AWBZ 

and WMO will be called clients. If any questions remain unanswered, or the reader is 

need of further or more detailed information, the Leyden Academy is more than willing 

to answer them. 

 

Herbert Rolden & Marieke van der Waal 
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Important remarks 

 

This introductory paragraph clarifies some potential problems the reader might encounter 

when reading this report. 

First, all abbreviations that are used in this report are summarized in a special 

section on page 51-52. Second, some terms need to be clarified. 

• The term home care does not refer to all care that is received in a home situation. It 

refers to all domiciliary care, encompassing activities such as house cleaning, 

buying groceries, and cooking. Depending on income of the older person, home 

care is partly or fully paid by the WMO. Medical and nursing care do not fall under 

the term home care. Activities such as helping with dressing or undressing, with 

getting in or out of bed, or with bathing or showering is called personal care.  

• When AWBZ care is delivered at home, and not in an institute, it is called non-

residential care. On the other hand, if AWBZ care is delivered at a care home or 

nursing home, it is called residential care. Home care, personal care and nursing 

care can be delivered in both residential and non-residential situations. 

• In literature, health care services provided through the ZVW are sometimes called 

medical or cure services and services provided through the AWBZ are called 

welfare or care services. The terms can be confusing as some funding from the 

ZVW can be spent on care or welfare services. In this report cure refers to medical 

care and is usually compensated through the ZVW. Care refers to welfare services 

and is mostly funded by the AWBZ. 

• Different sources are used in this report to clarify the expenses made within certain 

health care domains or acts. Data are mainly from three sources: the Central Bureau 

of Statistics (CBS), the System of Health Accounts (used by the Organization for 

Economic Cooperation and Development, or OECD), and the Dutch national 

Budget for Care (BKZ) as defined by the Dutch government. Part of the data that is 

used for the BKZ comes from the Health Insurance Board (CVZ). When expenses 

are analyzed, the sources for the data are specified. Important to note here is that 

the definition of health care used by CBS is broader than used by the System of 

Health Accounts. In contrast to the definition used by the OECD, the definition of 
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CBS also includes health at work, reintegration services, youth care, social and 

cultural work, day care centers and boarding schools. 

• Expenses made for the WMO are hard to track down, because every municipality 

defines its own WMO budget. Data about these budgets is not collected centrally. 

Estimations of expenses made for the WMO were done in the BKZ. 

Third and last, the health care system in the Netherlands is changing fast. Since 2006, 

major reforms have been established on an annual basis. The first version of this report 

appeared in 2012. It is important to note that new changes have been planned for 2013. 
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1. Curative and long-term care in the Netherlands 

 

1.1 The Health care Insurance Act (ZVW) 

 

The year 2006 is a focal point in the history of Dutch health care policy. In this year, the 

new Health care Insurance Act (ZVW) officially came into place. This health care reform 

obliges all citizens to have a basic health insurance package for curative care with an 

individually chosen private health care insurer. The specific content of the basic package 

is established by the Dutch government. Insurance companies can only compete on the 

basis of their insurance fees, services, and negotiated contracts with health care providers. 

Insurers negotiate contracts with health care providers on a yearly basis, and aim to find 

the best quality of care for their clientele for the lowest prices. Unsatisfied clients can 

change to another insurer once per year (before the 1st
 of January). Health care insurance 

is based on a “semi-free market system”. The purpose is that competition between health 

care providers and insurers is organized without sacrificing equity, quality and 

transparency of the health care market. Health care insurers and providers can negotiate 

about the prices of some health care services. The ultimate goal of this semi-free market 

system is that health care providers are driven to work as efficiently as possible, and that 

health care insurers compete with each other on the basis of prices. 

 

1.1.1 Equity, quality, and transparency  

Equity is ensured by providing everybody with an equal coverage for comparable fees 

(since there is competition between insurance companies). Persons and households with 

an income below a certain threshold are eligible to receive a “health care allowance” 

(zorgtoeslag) from the government that covers a part of the insurance fees. The 

government will decide if a client will get the health care allowance based on the level of 

income which is based on the yearly household tax payments. To prevent misuse and 

overuse of health care provision from Dutch citizens, a compulsory deductible is levied 

over many different health care services (€170 in 2011, €220 in 2012). Clients can 

voluntarily increase this compulsory deductible to decrease their insurance fee. This can 
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be done if one expects to use little or no health care in a particular year. Because the 

chronically ill make more use of health care services, they have an elevated risk of having 

to pay the full compulsory deductible every year. The Central Administration Office 

(CAK) offers the chronically ill a compensation to pay for a part of the compulsory 

deductible. In the near future the compensation will be income-dependent (only low 

income chronically ill can use the deductible). 

People are also allowed to buy more insurance to complement the basic package. 

Insurers are not allowed to refuse anybody when they apply for a basic insurance, but 

insurers are allowed to refuse applications for complementary voluntary health insurance 

(VHI). Each health care insurer offers different VHI packages (ranging from plain to 

“gold” packages), usually containing additional reimbursements for dental work, and 

compensation for glasses, alternative medicine, and so on. Since insurers are allowed to 

refuse applications for VHI, clients feel their freedom of choice is sometimes limited. 

Clients can be deterred from switching to another insurer, because they are afraid the new 

potential insurer might refuse their application for a VHI package.
[1]

  

Quality is ensured by a transformation in the health care purchasing market. To 

obtain contracts with insurers, health care providers need to provide good quality for an 

affordable price. Providers who underperform can be left out in negotiations. This relates 

mainly to the semi-free market where health care insurers and health care providers 

interact.  

Also, since clients can select a health care insurer and provider on their own accord, 

they are given more freedom of choice. Higher transparency is then reached because 

health care providers and insurers will want to inform clients about their services and the 

points in which they outperform others. Independent organizations or web sites offer 

information about the pros and cons of different services related to health care.   

 

1.1.2 Organization and parties of the health care market 

Figure 1 (next page) shows how the ZVW influences the organization of the 

interrelatedness of health care providers, health insurers and citizens. Different elements 

of this figure are explained below: 



 

• 

• 
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• Insurers. Four insurance companies provide services for the majority of the market 

(88%). Of these four insurers, one is for-profit, the others are not-for-profit. One 

insurance company can own different brands. There are around 32 brands of health 

care insurance.  

• Citizens. An important aim of the health care reform in 2006 was to give the client 

more power and freedom of choice. The client is seen as an independent and 

rational decision-maker who can choose for an insurer and compose his or her own 

insurance package, including content of complementary care and size of the 

deductible. Also, the patient is free to choose between different health care 

providers. As of yet, this freedom of choice remains limited with regard to the 

market of providers where there is low competition, as in the field of general 

practice. A note of criticism here is that usage of the services of some health care 

providers might not be fully covered by a health care insurance company. In this 

case, no contract was negotiated between the insurance company and the health 

care provider. For example, in 2011 health insurance company Menzis did not 

establish contracts with one third of all Dutch hospitals regarding hip surgery. 

These hospitals could not deliver quality services within competitive price ranges. 

Clients of Menzis could therefore not receive hip surgery in these hospitals. The 

insurance companies provide information about the contracts they have with health 

care providers. It is up to the client to find out if there is a contract and coverage of 

the treatment. 

• Health Insurance Fund (HIF). Every insurer has a different composition of client 

group. This means that some insurers may carry more risk concerning medical 

expenses than others. To ensure that insurers do not suffer from a high risk 

customer group (such as chronically ill or groups of clients with a low socio-

economic status), the Health Insurance Fund is in place to compensate every insurer 

from elevated risks. The Health Insurance Fund is also in place to compensate for 

health care provision to people under 18. People under 18 are insured fee of charge 

by a special youth insurance including dental care. 
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• Health Care Inspectorate (IGZ). The IGZ focuses on the preservation of the quality 

of care, prevention, and medical products. The inspectorate gives advice to 

administrators of health care providers, but may also be insistent or even forceful.  

• Dutch Health Care Authority (NZa). This administrative body supervises the 

contractual relationships between clients, insurers, and providers. The NZa 

investigates if the rules of the ZVW are carried out properly, but can also impose 

regulations to improve the accessibility, transparency and fairness of the markets. 

• Health Insurance Board (CVZ). The CVZ has three core tasks: (1) it gives advice 

about the content of the basic insurance package to the government; (2) it 

administers the Health Insurance Fund (HIF) and the AWBZ fund; and (3) it 

executes and oversees regulations for specific groups – such as people from abroad, 

or people who conscientiously object to the arrangements of the health care 

insurance system. 

• Dutch Competition Authority (NMa). The NMa sees to it that markets remain 

competitive and that no cartels, (too) powerful fusions or conglomerates, or 

monopolies are formed. 

 

1.1.3 How the ZVW is financed 

Health insurers are paid a nominal premium by every Dutch person aged 18 or higher. 

The fees differ between insurers, but a fixed compulsory deductible is set by the 

government. In 2006 and 2007 there were no compulsory deductibles, but no-claim 

discounts could be earned if little or no medical care services were used. The average 

nominal premiums for basic packages, the compulsory deductibles, and other fees for the 

years 2006 to 2012 are given in table 8 on page 28. Dutch citizens can choose to increase 

their deductible to lower the fee for their health insurance. The extra voluntary deductible 

may be increased with €100 up to €500.  

In the Netherlands the nominal fees are paid to health insurance companies on a 

monthly or yearly basis. Health care insurance companies can compensate clients for 

their health care use in kind or by restitution. If the insurance company pays in kind, any 

health care expenses are paid by him. When an expense is not covered by the insurance 

company, or falls under the compulsory or voluntary deductible, the client is billed by the 
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insurance company. In case of restitution, the client pays for health care expenses itself 

and bills the insurance company when the expenses are covered in the client’s coverage.  

Besides these nominal fees, Dutch citizens who receive income through, for 

example, employment or a pension fund pay an income-dependent contribution to the 

Health Insurance Fund (HIF). The government also contributes to the HIF. The CVZ 

calculates and pays out the redistribution by the HIF amongst insurers so that risks are 

evenly spread out. The income-dependent employee contribution to the ZVW is withheld 

from the employees gross salary. Most employers are obliged by law to compensate the 

employee for this income-dependent contribution completely through the employer 

contribution. The employer contribution is added to the employee’s gross salary: this 

means the employer contribution is seen as taxable income for the employee. An income-

dependent contribution must also be paid over received state pension, private pension, 

social benefits, and income for self-employed citizens or freelancers.  

Two different rates exist concerning this income-dependent contribution: the higher 

level contribution is paid over gross salary of employees, state pension, and social 

benefits for those under 65 years old; the lower level contribution is paid over the income 

of self-employed citizens and freelancers, private pensions, and social benefits for those 

over 65 years. Table 1 shows the income-dependent contributions for employees and 

others from 2009 through 2012.  

 

Table 1: The income-dependent contribution to the ZVW, 2009-2012 

Year Income-dependent 

contribution: high 

Income-dependent 

contribution: low 

Maximum yearly amount for which 

the contribution is imposed 

2009 6.90% 4.80% €32,369 

2010 7.05% 4.95% €33,189 

2011 7.75% 5.65% €33,427 

2012 7.10% 5.00% €50,064 

 

To summarize, the total amount of the HIF depends on these three contributing factors: 

1. Fees paid by citizens. These fees should add up to 45% of the total fund. 

2. The income-dependent contributions. These contributions should add up to 50% of 

the total fund.  

3. A contribution from the government, which should cover 5% of the fund. 
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Medical expenses are calculated with using standard price brackets for each 

intervention or treatment, called “diagnosis treatment combinations” or DBCs. For 

example, a knee surgery might involve many aspects (such as anesthesia, MRI scans, pre-

surgery consultation etc.), but is defined and billed as one standard product unit. Some 

DBCs are negotiable, meaning that providers and insurers negotiate about its price. 

There were around 30,000 DBCs in 2011. Of these DBCs 34% were negotiable 

(the so-called B segment), the rest of the prices were defined by the NZa. By the 1st
 of 

January 2012, DBCs were replaced by ±4,400 DOTs (which stands for “DBC On the way 

to Transparency”). DOTs are based on the International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Around 70% of the DOTs are 

negotiable. The more refined classification of DOTs was introduced because since 2012 

hospitals no longer receive pre-established budgets, but receive their turnovers from 

realized performance. 

 

1.1.4 Advantages and disadvantages of the ZVW 

The main advantages and disadvantages of the ZVW are given in table 2 below. 

 

 

Table 2: Advantages and disadvantages of the ZVW (2012) 

Advantages Disadvantages 

Pay-by-performance system aims for 

efficiency and less conflict of interest between 

health care provider, insurer and client. 

Potential conflicts of interests. The values of 

DOTs are calculated once per year. 

Underestimation of DOTs makes the related 

health care services less profitable for health 

care providers. Overestimation makes the 

related health care services more profitable for 

them.  

Low out-of-pocket expenses to establish 

equity; deductibles to safeguard from over-use. 

Chronically ill and older people form the bulk 

of care-users: health care insurers not 

interested in serving this target group best.
[3]

 



14 

 

Freedom to choose health care insurer and 

health care provider. 

Chronically ill and older people can benefit 

from VHI packages, but applications can be 

refused by insurers. 

Basic and affordable health care insurance for 

everyone. 

Potential misuse of the system: refusal to take 

health care insurance or pay health care 

insurance premium; potential misuse of health 

care allowance. 

Health care insurers ensure low health care 

insurance fees by negotiating the lowest price 

possible. 

Health care providers are driven to increase 

their “sales revenue”. More people are treated, 

and insurance fees are going up. 

 

 

1.2 The Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ) 

 

The Dutch Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ) has undergone several changes 

since its installation in 1967, but the core remained the same: the act is established to 

provide care for people who cannot provide in their basic care needs independently. This 

can be the consequence of a physical, psycho-geriatric or psychiatric ailment, or a mental, 

physical or sensorial handicap. During the seventies and eighties, the coverage of the 

AWBZ expanded from only including exceptional illnesses to including psychiatric care, 

rehabilitation, home care services, and more. In this period in time, the AWBZ was 

developing to become a social insurance scheme since much of the care, instrumental 

aids, therapeutic tools, and institutes themselves were provided for or arranged by the 

national government. This was put to a halt in the 1990s when more legislation was put 

into place to counter rising public expenses and improve the efficiency of the long-term 

care system by promoting free market dynamics. 

In the last decade two major changes have been made concerning the AWBZ. Since 

2004, any application for compensation from the AWBZ is scrutinized by the Centre of 

Needs Assessment (CIZ). Since 2007, some services are no longer provided through the 

AWBZ, but through the Social Support Act (WMO). Mainly, instrumental assistance (e.g. 

help with cleaning) and the provision of aiding tools (such as wheel chairs) are provided 
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through the WMO instead of the AWBZ. The central drive for this change was the 

expectation that assistance and tools could be delivered more efficiently by offices that 

are regionally close to clients (municipal offices). Also, municipalities are stimulated to 

work efficiently, because they can only work within the confounds of limited budgets 

from the national government. More information on the WMO can be found in paragraph 

1.3.  

 

1.2.1 Introduction to the AWBZ 

The AWBZ is a national insurance scheme for long-term care, mainly for intramural care. 

Most expenses within the AWBZ are made for (frail) elderly, with or without cognitive 

limitations or physical/functional limitations. Everyone who works or receives any kind 

of social benefit,1 and is obliged to be insured for health care, is also obliged to pay a fee 

for the AWBZ. The AWBZ funds six main kinds of long-term care: 

• Personal care: help with showering, dressing, shaving, going to the toilet, etc. 

• Nursing care: wound dressing, injecting, teaching self-care, etc. 

• Counseling: help with organizing day-to-day practical matters, such as making 

coffee or filling in forms. 

• Treatment: help with recovering from illnesses or injuries (e.g. learning to walk 

again after a stroke) or improving skills or behavior (e.g. learning how to deal with 

panic attacks). 

• Long-term residence in a care home or nursing home. 

• Short-term residence in certain institutions (maximum of 3 full days in one week). 

 

The first four kinds of AWBZ care defined above – personal care, nursing care, 

counseling, and treatment – can be provided both at the client’s home or any institute the 

client is residing, except for hospitals. When any kind of personal care, nursing care, 

counseling and treatment is given in the hospital, care is funded through the ZVW.   

The fund for the AWBZ is established through fees paid by employees and the 

government. The fund for the AWBZ is also called the Exceptional Medical Expenses 

Fund, or AFBZ (Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten). Figure 2 gives an oversight 

                                                 
1 This includes benefits from state pension, called AOW (Algemene Ouderdomswet). 
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of how administrative and monetary processes are streamed between the patient, health 

care providers, insurance companies and other institutions that are involved in delivering 

care services under the AWBZ. The institutions and streams are selected for the purpose 

of understanding the main administrative processes. Other monetary flows – e.g. how the 

different institutions such as the CIZ are funded – are excluded to ensure surveyability. 

Every person who wants to be eligible for AWBZ funding needs to be assessed by 

the CIZ. The CIZ assesses the care need of an individual according to a “funneling model” 

(see paragraph 3.1 for further details). With the use of this model, the care needs of a 

specific patient are assessed, on which a decision is made. This decision is forwarded to 

the nearest regional care office. There are 32 care regions in the Netherlands, each with a 

care office that provides the care that is needed for patients. 

Every region in the Netherlands has a care office. Care offices contract health care 

providers to deliver the care that a client needs on the basis of the indication set by the 

CIZ. The Central Administration Office (CAK) pays the costs and is billed by the health 

care provider. The amounts paid by the CAK to health care providers are standardized 

amounts for every indication setting. It is in the interest of the client as well as the health 

care provider to keep indication-setting up to date. If the physical or mental condition of a 

client is progressing, he or she is in need of more care. The health care provider needs to 

deliver this care and if the provider does not ensure the indication-setting is up to date, he 

might not get paid enough by the CAK. 

Clients who receive an indication from the CIZ for long-term residence in a care 

home or nursing home, may also receive a personal budget from the care office (or PGB, 

which stands for persoonsgebonden budget) instead of care in kind. Only the client can 

choose to accept either a PGB or care in kind. A combination of care in kind and a 

personal budget is also possible. The size of the budget a client may receive is 

standardized by indication (the kind and the hours of care needed). The specific amounts 

can be found in table 10 on page 30. In case of personal budgeting, the client directly 

receives the net worth of the PGB (gross defined PGB minus own deductible) on his or 

her bank account. More information on the monetary aspects of the AWBZ are given in 

paragraph 2.1 and 2.3. 
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The SVB Service center for Personal budgets (SSP) offers free assistance to clients 

who receive a PGB. Some PGB holders need help with the administrative processes that 

are required when applying for a PGB, or maintaining the PGB. SVB stands for Social 

Insurance Bank (Sociale Verzekeringsbank). The SVB is the administrative body that 

implements national insurance schemes of different types, such as the state pension or 

child benefits. 

Care offices also mediate between patients and health care providers in particular 

situations, for example when a patient has complaints about his or her health care 

provider. The services of care offices are provided by the insurance company with the 

most health care insurance clients in the region. The insurer provides these services 

regardless of whether the beneficiaries are clients of that particular insurer or not. 

The health care providers are paid for by the Central Administration Office (CAK). 

Clients are obliged to pay a deductible to the CAK for use of health care provision, 

dependent on their financial status, family situation and age. The tax administration offers 

information to the CAK and CVZ about the financial status of the patient.  

 

1.2.2 How the AWBZ is financed 

For the ABWZ, all Dutch citizens with an income are obliged to pay a fee of 12.15% 

over a (maximum) part of their yearly taxable income (also those who are younger than 

18 years and have a job). The maximized part over 2011 was €33,436. This means that 

the maximum fee a person had to pay for the AWBZ in 2011 was €4,062.50 (12.15% of 

€33,436).  In case someone is an employee, this fee is subtracted from his or her gross 

wage or income, and deposited to the tax department by the employer. 

The Dutch government aims to fund all AWBZ care by the total bulk of these 

income-dependent fees alone (including AWBZ care for those under 18 years of age). In 

some years, the expenses made by the AWBZ fund exceeded the bulk of the incoming 

fees. In these years, deficits are compensated by the government through contributions by 

the national treasury. These contributions to the AWBZ fund fall under an expense 

category, called the Contribution to Reduction Expenses (BIKK: Bijdrage in de Kosten 

Kortingen). 
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1.2.3 Advantages and disadvantages of the AWBZ 

The main advantages and disadvantages of the AWBZ are given in table 3 below. 

 

Table 3: Advantages and disadvantages of the AWBZ (2012) 

Advantages Disadvantages 

Individually tailored long-term health care and 

welfare services for every Dutch citizen. 

Clients who use AWBZ still pay €145.60 to 

€2,097.40 per month out-of-pocket (2011), 

dependent on income. 

Clients can choose their own health care or 

welfare service provider. 

Highly bureaucratic administrative processes 

to establish individually tailored care: high 

overhead costs; clients confused or 

underinformed. 

Optional personal budgetting increase client 

autonomy and freedom of choice.  

Elderly care needs can change rapidly. The 

CIZ cannot always keep pace, e.g.: care weight 

packages are reassessed once a year. 

 

        

1.3 The Social Support Act (WMO) 
 

1.3.1 Introduction to the WMO 

The WMO was introduced in 2007 and replaced other legislation, such as the part of the 

AWBZ that provided home care assistance before 2007.
2
 Provisions from the social 

support act are applied for at – and delivered from – the local municipal office. The goals 

of the WMO are divided into nine “performance fields”, defined by law: 

1. Improving social cohesion and livability of villages and neighbourhoods. 

2. Support to the youth and parents who experience problems with upbringing 

(prevention). 

3. Giving information, advice, and support to clients. 

4. Supporting informal caregivers and volunteers. 

                                                 
2 Information in this chapter partly obtained from www.rijksoverheid.nl, http://wetten.overheid.nl. 
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5. Promoting participation of people with chronic psychological or psychosocial 

problems or a physical limitation in society, as well as their independency. 

6. Providing facilities and services for people with a chronic psychological or 

psychosocial problems or with a physical limitation to promote their independency 

and societal participation. 

7. Offering shelters and implementing policies to combat domestic violence.  

8. Improving public mental health care. 

9. Improving addiction policies.  

 

Provisions within these fields include: 

• help with housekeeping, such as cleaning; 

• adjustments in the house, like a stairs lift or a special toilet; 

• transport in the region for people who are not capable of travelling with public 

transport (taxi, compensation for taxi expenses, or scooter); 

• support for volunteers and informal caregivers; 

• support with raising children; 

• wheelchairs; 

• delivery of groceries and (warm) meals; 

• support to local initiatives, such as community centers and social clubs; 

• support to shelters for victims of abuse or homeless people. 

     

WMO provision does not include:  

• tools for temporary use, such as crutches, or zimmer frames (these are provided by 

the health care insurer);  

• commonly used services or tools (e.g., internet);  

• adjustments to a second or other living area (e.g., caravan);  

• personal care (provided by AWBZ). 

 

The WMO is a basically a “framework legislation”, which every municipality can realize 

in its own way. Also, the Dutch social support act is relatively young, so benchmarking 

and the finding of “best practices” is still in process for many municipalities. 
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In short, the WMO is mainly focused on providing extramural support, while the 

AWBZ is focused on intramural care. Those eligible for support from the WMO can 

receive a personal budget or direct assistance from a person or institution, hired by the 

municipal office. Municipal offices receive funding for the WMO through the municipal 

fund from the national government. 

 

1.3.2 Advantages and disadvantages of the WMO 

The main advantages and disadvantages of the WMO are given in table 4 below. 

 

Table 4: Advantages and disadvantages of the WMO 

Advantages Disadvantages 

Free for everyone (besides a relatively low 

deductible). 

The act is relatively young: every 

municipality realizes the WMO in a 

different way; budget differs per 

community; WMO provisions change 

every year. 

Easily accessible (geographically close 

reception desk, non-discriminatory). 

Some municipalities have more older 

generations than others, and funding from 

the national government does not account 

for this. 

Less bureaucracy than in the AWBZ. Sometimes it is unclear for clients when to 

apply at the CIZ, the health care insurer or 

the municipality for moveable aids. 
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2.  The scope of the Dutch cure and care sector 

 

2.1 Use and expenditure within the AWBZ, ZVW and WMO 

 

Total health care expenses made in the Netherlands were around 87 billion euros in 2010, 

which amounts to 14.8% of Dutch gross domestic product in 2010. These total expenses 

can be divided into different sources of finance (ZVW, AWBZ etc.) or different health 

care domains (cure, care etc.). This is done for the years 2000 and 2006-2010 in table 5a 

below. Table 5b shows the expenses per capita, and table 5c shows health care expenses 

as a percentage of gross domestic product (GDP). 

  

Table 5a: Sources and domains of health care expenditure, in millions of euro’s (source: CBS) 

Source of finance 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Government 6,585 8,206 10,724 11,328 12,215 12,484 

ZVW 13,138 26,727 27,693 32,322 34,191 35,413 

AWBZ 14,580 23,177 23,007 22,169 23,201 24,286 

Other 12,616 12,612 13,220 13,933 14,446 14,923 

Domains 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Expenses for cure 26,801 40,688 43,306 46,550 48,851 50,525 

Expenses for care 18,080 27,026 28,262 30,175 32,200 33,583 

Policy & overhead 2,039 3,007 3,074 3,026 3,001 2,998 

Total expenses 46,919 70,722 74,643 79,752 84,053 87,106 

  

Important to notice is that health care expenditure per Dutch citizen has risen with almost 

1,000 euro’s in 5 year time. As a percentage of GDP, health care expenditure has also 

risen, which economists deem problematic for economic growth. 
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Table 5b: Sources and domains of health care expenditure per capita (source: CBS) 

Source of finance 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Government 413 502 655 689 739 751 

ZVW 825 1,635 1,690 1,965 2,068 2,132 

AWBZ 915 1,418 1,404 1,348 1,404 1,462 

Other 792 772 807 847 874 898 

Domains 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Expenses for cure 1,683 2,489 2,643 2,830 2,955 3,041 

Expenses for care 1,135 1,654 1,725 1,835 1,948 2,021 

Policy & overhead 128 184 188 184 182 180 

Total expenses 2,946 4,327 4,556 4,849 5,085 5,243 

  

Table 5c: Sources and domains of health care expenditure as % of GDP (source: CBS) 

Source of finance 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Government 1.6 1.5 1.9 1.9 2.1 2.1 

ZVW 3.1 5.0 4.9 5.4 6.0 6.0 

AWBZ 3.5 4.3 4.0 3.7 4.1 4.1 

Other 3.0 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 

Domains 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Expenses for cure 6.4 7.5 7.6 7.8 8.5 8.6 

Expenses for care 4.3 5.0 5.0 5.1 5.6 5.7 

Policy & overhead 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

Total expenses 11.2 13.1 13.1 13.4 14.7 14.8 

  

The Central Bureau of Statistics (CBS) has given health care expenditure for different 

categories of health care providers in 2008, 2009, and 2010. These statistics are 

summarized in table 6.  
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Table 6: Health care expenditure by type of provider, 2008-2010 (source: CBS)* 

 2008 2009 2010 

 
Total in 

million € 

% of 

GDP 

Total in 

million € 

% of 

GDP 

Total in 

million € 

% of 

GDP 

Hospitals & specialist practices
1
 20,259 3.41 21,629 3.79 22,390 3.81 

Mental health care
1,2

 4,899 0.82 5,273 0.92 5,435 0.92 

General practices1 2,444 0.41 2,470 0.43 2,528 0.43 

Dental practices
1
 2,418 0.41 2,558 0.45 2,642 0.45 

Paramedical practices1 1,610 0.27 1,720 0.30 1,838 0.31 

Municipal health service (GGD)
3
 686 0.12 707 0.12 734 0.12 

Health at work4
 & reintegration

5
 1,211 0.20 1,224 0.21 1,224 0.21 

Pharmaceutics
1,2

 6,098 1.03 6,204 1.09 6,366 1.08 

Therapeutic instruments
1,2

 2,929 0.49 2,670 0.47 2,754 0.47 

Supporting services 1,587 0.27 1,785 0.31 1,873 0.32 

Other 2,409 0.41 2,611 0.46 2,741 0.47 

Total medical expenses (cure) 46,550 7.83 48,851 8.55 50,525 8.59 

Providers of elderly care
2
 14,775 2.49 15,211 2.66 15,974 2.71 

Providers of care for the disabled
2
 7,138 1.20 7,802 1.37 7,902 1.34 

Providers of youth care2,6 1,441 0.24 1,819 0.32 1,955 0.33 

Social and cultural work
3
 1,101 0.19 1,173 0.21 1,225 0.21 

Day care centers
7
 3,602 0.61 3,943 0.69 4,187 0.71 

Boarding schools
6
 541 0.09 576 0.10 580 0.10 

Other 1,577 0.27 1,677 0.29 1,758 0.30 

Total welfare expenses (care) 30,175 5.08 32,200 5.64 33,583 5.71 

Policy and management 

organizations 
3,026 0.51 3,001 0.53 2,998 0.51 

Total health care expenditure 79,752 13.42 84,053 14.72 87,106 14.80 

*The reference numbers  in the brackets shows from which act or institution the provider is compensated: 

1 = ZVW.  

2 = AWBZ.   

3 = Municipal budget (large municipalities have their own Municipal Health Service (GGD), which 

promotes public health by focusing on prevention, town and country planning to promote health etc. ). 

4 = Law on Labor Conditions (ARBO), financed by the Ministry of Social Affairs and Employment. 
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5 = Municipal Budgets and the Ministry of Social Affairs and Employment (mainly by the Law on Working 

in line with Capabilities (WWNV)).  

6 = Government budgets invest in institutes that provide services for youth showing problematic behavior, 

besides the AWBZ fund. 

7 = Dutch citizens may receive subsidies from the tax department for payments made to daycare centers. 

 

The national Budget for Care (BZK) is defined by the Ministry of Health, Welfare and 

Sport. The data used to analyze the realization of this budget shows slightly different 

numbers. However, the BZK does specify expenses made for the WMO and specifies 

what part of the AWBZ fund is spent on care in kind and on PGBs. This information can 

be found in table 7 on the next page.  

Figure 3 (page 27) shows the average per capita health care expenses for different 

age categories. These average expenses include all expenses related to health care and 

welfare, including the ZVW, AWBZ and WMO. Important to note here is that figure 3 

may be misleading. On an individual level, health care expenses rise exponentially before 

time of death. Since older people have a higher risk of dying, the chance increases that 

they will make higher health care expenses. Older people who are relatively healthy and 

will not die within the next few years, do not make significant higher health care 

expenses compared to younger people. This is known in health economics literature as 

the “red herring debate”. 

The health care expenses made for palliative care are unknown. When a client is 

diagnosed with a terminal illness, he or she may receive palliative care at home, but 

palliative care can also be given in a hospice, hospital, nursing home, or care home. Also, 

palliative care can be financed through the ZVW, AWBZ and WMO. Insight into these 

expenses cannot be attained. Figure 4 (page 27) offers an insight into how health care 

expenses made in hospitals in 2000 differ between ages, but mainly between clients who 

died in 2000 and clients who didn’t die in 2000. Age does not seem to play a significant 

role for costs of hospitalization, unless a client dies in the same year that the health care 

expenses are made. 
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Table 7: Health care expenses (in millions of euros) by domain in 2008-2010, defined by the BZK. 

Domain Subdomain 2008 2009 2010 

Public health1  108 100 95 

Medical health care
2
 Total 31,526 33,971 34,893 

 
Inpatient 

  
17,708 

 
Outpatient 

  
3,931 

 
Patient transportation 

  
554 

 
Medicine & tools 

  
6,908 

 
Mental health care (medical) 

  
3,532 

 
Health care abroad 

  
467 

 
Other 

  
1,793 

Long-term care Total 21,537 22,931 23,983 

 AWBZ care in kind   21,380 

 AWBZ PGB   2,158 

 Other   446 

MEE institutions
3
  172 178 180 

WMO
4
  1,475 1,533 1,541 

Educational fund5  783 824 839 

WTCG
6
  – – 488 

Total  55,600 59,537 62,019 

1 = Includes mainly preventive health care, such as vaccinations. 

2 = Inpatient medical health care is hospital and specialist health care. Outpatient health care includes 

general practice, dental health care, etc. 

3 = MEE institutions offer free information, advice and support to people with disabilities. 

4 = Subdomains of the WMO fund not defined in BZK, therefore unknown. 

5 = Fund for training of specialists. 

6 = Law on Compensation for Chronical Illness. 
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2.1.1 Use and expenditure: ZVW 

Table 8 shows the average health care fees from 2006 to 2012, as well as other expenses 

made for the ZVW by Dutch citizens. Per capita expenses on fees and deductibles have 

increased with almost 50% from 2006 to 2012. At the same time, compensation for some 

medical services has been lowered or removed from the basic packages. This sharp rise in 

expenses together with a downsizing in compensation, can be related to different 

dynamics in the health care market. Major contributing factors are population ageing, 

“expensive” medical innovations that increase the demand for medical services, and an 

autonomous increase in demand for medical services. The rise in expenses for the ZVW 

can also be related to unexpected detrimental effects of introducing free market 

mechanism in the health care sector. Research is currently undertaken to find out if these 

effects exist. 

 

Table 8: Average expenditure in euros for nominal and voluntary premiums, compulsory deductibles 

and compensation for the compulsory deductible, 2006-2010, (source: www.zorgkiezer.nl) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Average health care premiums of 

basic packages (annual) 
1027 1091 1040 1056 1082 1211 1239 

Average expenses for voluntary 

health insurance package 
290 307 334 362 370 375 412 

No-claim discount 255 255 - - - - - 

Compulsory deductible - - 150 155 165 170 220 

Average no-claim earned or 

deductible paid* 
-98 -102 103 106 111 114 135 

Compensation for compulsory 

deductible  chronically ill 
- - 47 50 54 56 ** 

Average annual expenses incl. 

average no-claim / deductible  
1,219 1,296 1,477 1,524 1,563 1,700 1,786 

* Includes voluntary deductible. Average expenses were calculated with an assumption of average health 

care use. 

** Unknown 
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2.1.2 Use and expenditure: AWBZ & WMO 

The estimated expenses from the AWBZ in 2010 are €24.4 billion (€23.4 billion in 2009). 

Expenses for AWBZ care were €1,400 per capita in 2009. On the income side, around 

€21 billion was collected from premiums and government input in 2010. The more than 

€1 billion rise in expenses from 2009 to 2010 were mainly attributable to increased 

expenses on nursing care (€600 million) and higher demand on personal budgets (€240 

million). Expenses from the AWBZ exceeded its financial budget every year since 2008. 

These deficits are compensated by contributions of the national treasury through a fund 

called the Contribution to Reduction Expenses (BIKK: Bijdrage in de Kosten Kortingen). 

More specific statistics about the PGBs can be found in table 9.  

  

Table 9: Statistics about AWBZ-PGBs 2009-2010 (source: [5]) 

Subject 2009 2010 

Number of PGB holders 118,284 120,572 

Fund allocated to PGB holders € 2,175 million € 2,397 million 

Part of allocated PGB actually spent 88.3% 90.4% 

PGB spent by PGB holders € 1,920 million € 2,116 million 

PGB spent per PGB holder € 16,232 (€44 p/day) € 17,550 (€48 p/day) 

Users of SVB Service Center PGB (SSP) 24,128 26,610 

 

The amount of the PGB received is dependent on the kind and hours of care that is 

indicated by the CIZ. Table 10 (next page) shows the possible amounts of PGB. How 

these individual budgetary compensations relate to compensation from the care in kind is 

unknown. The indication-dependent amounts that health care providers receive through 

the AWBZ for delivered care is not offered to the public. 

Clients receiving AWBZ care will have to pay a compulsory deductible to the 

CAK. The height of this compulsory deductible is individually tailored, based on income, 

age, and family environment.  
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Table 10: Amounts of PGB received, dependent on type and hours of care indicated, 2012 

(source: www.pgb.nl ) 

Personal care Nursing care 

Level Hours/week PGB/year (€) Level Hours/week PGB/year (€) 

1 0 - 1.9 1,483 0 0 - 0.9 1,279 

2 2 - 3.9 4,450 1 1 - 1.9 3,819 

3 4 - 6.9 8,155 2 2 - 3.9 7,633 

4 7 - 9.9 12,606 3 4 - 6.9 13,992 

5 10 - 12.9 17,054 4 7 - 9.9 21,628 

6 13 - 15.9 21,504 5 10 - 12.9 29,258 

7 16 - 19.9 26,693 6 13 - 15.9 36,892 

8 20 - 24.9 33,366 7 16 - 19.9 45,798 

Counseling 

Hours Day-parts 

Level Hours/week PGB/year (€) Level 
PGB (without 

transportation) 

PGB (with 

transportation) 

1 0 - 1.9 1,967 1 2,432 2,724 

2 2 - 3.9 5,903 2 4,865 5,447 

3 4 - 6.9 10,823 3 7,297 8,172 

4 7 - 9.9 16,726 4 9,731 10,893 

5 10 - 12.9 22,630 5 12,163 13,620 

6 13 - 15.9 28,534 6 14,595 16,051 

7 16 - 19.9 35,420 7 17,028 18,485 

8 20 - 24.9 44,276 8 19,460 20,917 

   9 21,893 23,350 

Short-term residence: € 101 for every 24 hours 
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We can see from table 11a (next page) and 11b (page 33) that, although the 

expenses for AWBZ care are rising sharply, the percentage of clients who use care from 

the AWBZ is decreasing. These tables show the number of clients using AWBZ care, 

grouped according to gender and 5-year age categories, with and without residence 

respectively, in 2009 and 2010. Care with residence refers to both long-term and short-

term residence, and is always compensated by AWBZ funding. Care without residence 

can be compensated by either the AWBZ or the WMO.  

Currently, governmental and non-governmental different institutes are offering 

advice on how to downsize spending from the AWBZ. On the 1st
 of January 2012 

expenses on personal budgets (PGB) were downsized by reducing the number of clients 

who are eligible for these personal budgets. Since 2012, only those who have an 

indication including extramural care may receive a PGB (although those receiving a PGB 

before 2012, will receive their PGB until 2014). 

Every client pays a compulsory deductible for the AWBZ, which is dependent on 

age, individual income, family situation, and type of care needed. The CAK collects the 

deductible and gathers information on the current situation from the CIZ and the national 

tax department. Figure 5 (page 34) shows the size of the monetary flows involved with 

the AWBZ. 
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Table 11a: Use of AWBZ/WMO by age-gender group (%) – 65-85 years (source: CBS) 

 
Use of care as % of age and gender group 

65-70 70-75 75-80 80-85 

Type of care* Year M F M F M F M F 

C
a
r
e
 w

it
h

 r
e
s
id

e
n

c
e
  Nursing care 

2004 1.06 1.14 2.46 3.24 5.52 8.16 12.2 18.44 

2009 1.10 1.24 2.34 2.93 5.37 7.55 11.23 17.01 

Care for the 

handicapped 

2004 0.34 0.30 0.29 0.25 0.23 0.19 0.15 0.12 

2009 0.35 0.30 0.33 0.28 0.26 0.22 0.19 0.15 

Mental health care 
2004 0.18 0.19 0.18 0.21 0.15 0.22 0.15 0.19 

2009 0.19 0.18 0.17 0.19 0.13 0.17 0.09 0.15 

Total care  with 

residence 

2004 1.56 1.62 2.92 3.68 5.88 8.54 12.48 18.71 

2009 1.62 1.7 2.82 3.38 5.74 7.91 11.49 17.29 

C
a
r
e
 w

it
h

o
u

t 
r
e
s
id

e
n

c
e
 Home care help 

2004 1.96 6 4.24 13.34 8.88 25.21 15.99 35.77 

2009 1.69 5.28 3.42 10.86 7.28 22.02 13.5 34.44 

Personal care 
2004 2.00 4.1 4.25 8.83 8.71 16.85 16.16 26.21 

2009 2.00 2.93 3.99 5.95 8.28 12.62 15.85 22.66 

Nursing care 
2004 2.55 3.21 4.77 6.23 8.56 11.41 14.75 18.48 

2009 1.84 2.15 3.09 3.72 5.43 6.69 9.04 10.77 

Total care 

without residence 

2004 4.08 8.07 7.99 16.73 15.18 30.56 26.06 43.39 

2009 3.73 7.2 7.06 14 14.03 27.51 25.06 42.83 

*Types of care overlap. For example, people who receive nursing care may also receive care for the 

handicapped. That is why total care with or without residence is less than the sum of the parts. 
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Table 11b: Use of AWBZ/WMO by age-gender group (%) – 85+  & 18+ years (source: CBS) 

 
Use of care as % of age and gender group 

85-90 90-95 95+ 18+** 

Type of care* Year M F M F M F M F 

C
a
r
e
 w

it
h

 r
e
s
id

e
n

c
e
  Nursing care 

2004 24.63 35.7 41.27 54.05 56.41 69.8 1.06 2.67 

2009 22.07 32.45 38.15 50.77 51.74 65.72 1.18 2.71 

Care for the 

handicapped 

2004 0.11 0.08 0.08 0.04 0.03 0.04 0.47 0.36 

2009 0.12 0.1 0.09 0.08 0.11 0.04 0.56 0.42 

Mental health care 
2004 0.11 0.15 0.08 0.12 0.11 0.07 0.17 0.12 

2009 0.07 0.1 0.07 0.07 0.04 0.08 0.25 0.14 

Total care  with 

residence 

2004 24.82 35.9 41.4 54.18 56.55 69.91 1.70 3.15 

2009 22.25 32.64 38.29 50.9 51.89 65.84 1.97 3.26 

C
a
r
e
 w

it
h

o
u

t 
r
e
s
id

e
n

c
e
 Home care help 

2004 22.37 36.51 24.72 29.1 21.43 18.78 1.46 5.29 

2009 20.47 38.35 23.93 32.81 23.56 23.45 1.47 5.07 

Personal care 
2004 24.97 31.8 30.2 30.7 30.74 23.71 1.51 3.96 

2009 25.46 31.24 32.63 33.37 34.51 28.8 1.64 3.30 

Nursing care 
2004 21.79 23.6 25.96 23.96 27 19.44 1.55 2.80 

2009 13.53 14.69 17.53 16.47 18.99 15.62 1.17 1.86 

Total care without 

residence 

2004 36.27 46.01 39.56 39.33 36.86 27.7 2.64 6.81 

2009 37.29 49.08 43.17 44.44 41.45 34.06 2.84 6.59 

*Types of care overlap. For example, people who receive nursing care may also receive care for the 

handicapped. That is why total care with or without residence is less than the sum of the parts. 

**18+ includes all age categories above 18 years old (not 18-65). 

 

 



34 

 

 

Figure 5: Monetary flows involved with the AWBZ in 2010 (from www.cvz.nl
3
) 

 

2.2 Coordination of health care: the electronic patient file 

 

Figure 1, 2, and 5 (pages 9, 17, and 34 respectively) show administrative and monetary 

flows of the ZVW and AWBZ. This paragraph focuses on information exchange between 

different health care institutions and care givers concerning patients. 

Currently, all health care providers have their own information database 

concerning their patients. Information exchange between health care providers takes 

place on request. If, for example, a cardiologist in one city needs information about a 

patient from another hospital, he or she sends a request to this hospital. Patient 

                                                 
3 http://www.cvz.nl/binaries/live/cvzinternet/hst_content/nl/documenten/rubriek+zorgcijfers/ 

geldstromenkaart-awbz.pdf 
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On November 1
st
 2008, an initiative for centralizing patient information was launched. 

An amendment was prepared to promote easy access to a patient’s history for general 

practitioners, pharmacists, and medical specialists. Basically, the drafted amendment 

would make it possible for GPs, pharmacists and medical specialists to use the patient’s 

Citizen Service Number (BSN) to locate the patient in the information system of another 

medical professional, after which the patient information in that system would be made 

available. The BSN is an individual number that is used to make private information 

selectively available for governmental agencies and institutes, either by law or by explicit 

permission of the Dutch citizen that the information exchange concerns.  

 The amendment became known as the law of the “Electronic Patient File” (EPD) 

and was an amendment to the Law on the Use of the Citizen Service Number in Health 

Care (WBSN-Z). In official terms, the amendment is called the Amendment to the 

WSBN-Z Associated with Electronic Information Exchange within Health Care. Within 

the Dutch political system drafts become official laws if they pass parliament (Tweede 

Kamer), and the senate (Eerste Kamer). The WBSN-Z passed parliament and the senate, 

and came into force June 1
st
 2008. Starting June 1

st
 2009 the WBSaAN-Z obligated every 

health care provider, health care insurer and the CIZ to exchange client information using 

the BSN. The amendment to the WBSN-Z passed parliament on February 19
th

 2009, but 

was rejected by the senate on April 4th
 2011.  

 It is important to note that the amendment to the WBSN-Z would not make it 

possible for nurses, therapists, managers, policymakers, health insurance companies, 

municipalities, the CAK, the CIZ, or other medical professionals or institutions to access 

patient information from other information systems than their own. Only general 

practitioners, pharmacists, and medical specialists would be able to access this 

information. These medical professionals could only log into other information systems 

after they identified themselves with a so-called Unique Health Care Provider 

Identification pass (UZI). Opposed to what is commonly thought, the purpose of the 

amendment was thus not to establish one centrally administered patient record that is 

accessible for many different parties within the health care sector. 
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 The aim of the law of the EPD was to make (crucial) medical information rapidly 

available for medical professionals who were responsible for a patient’s health. This 

would ensure that many avoidable medical mistakes could be prevented. The EPD would 

prove especially useful for (emergency visits by) older patients, who have a higher risk of 

co-morbidity, are less well-informed about their own condition, and who have a higher 

risk on poly-pharmacy. The main objection of the senate to support the amendment was 

that it held a potential threat for private and sensitive patient information. In a survey, 

many physicians were worried that private patient information was not sufficiently 

secured. If the system was hacked or the UZI codes of a medical professional were 

cracked, personal information of many Dutch citizens could potentially be available to 

unauthorized persons in an instance. Also, it would be a daunting task to train the 

thousands of medical professionals involved to gain more knowledge about the different 

ICT-systems, relevant privacy laws and – potentially – new codes of ethics. 

 The senate also expressed their discontent with the fact that the Ministry of Public 

Health, Welfare, and Sports had already sent a letter to all Dutch citizens over 18 in 

November 2009, explaining to them the what the Law of EPD would mean for them, and 

giving them the chance to opt out (meaning citizens had a right to refuse information 

sharing by GPs, pharmacists, and medical professionals).  
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Everybody who wants to be eligible for funding from the AWBZ has to be assessed by 

the CIZ. The CIZ works with a funnel model to assess the care needs of an individual. 

This funnel model is given in figure 7.

: The CIZ funnel model. 
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the CIZ. The CIZ works with a funnel model to assess the care needs of an individual. 

are services 

Everybody who wants to be eligible for funding from the AWBZ has to be assessed by 

the CIZ. The CIZ works with a funnel model to assess the care needs of an individual. 

Everybody who wants to be eligible for funding from the AWBZ has to be assessed by 

the CIZ. The CIZ works with a funnel model to assess the care needs of an individual. 
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The steps described in the CIZ funnel model are explained below. 

1. The client can file in an application for AWBZ funding, but a health care 

professional may also do this by the client’s request. An emergency application can 

only be filed in by a health care professional. 

2. The CIZ assesses whether there are sufficient grounds for care from the AWBZ. 

There are two main grounds for care, divided into six parts: (1) a somatic, psycho 

geriatric or psychiatric ailment / limitation; (2) a mental, physical or sensorial 

handicap. Function disorders are scored on a scale from 0 to 3: 

0. No problems / no help required from another person. 

1. Problems / needs help, supervision or guidance occasionally. 

2. Problems / needs help, supervision or guidance often. 

3. Problems / needs help, supervision or guidance continuously. 

3. Disabilities and participation problems are also scored from a scale from 0 to 3: 

0. Can pursue this activity him- or herself / no help required from another 

person. 

1. Can pursue this activity him- or herself / needs supervision or stimulation 

from another person. 

2. Can barely pursue this activity / help required from another person.  

3. Cannot do this activity independently / another person needs to take over. 

4. The environment is defined by three main factors: 

• The nature and size of the care activities that are provided by other care 

facilities and informal caregivers. Within AWBZ indication-setting family-

members, neighbors and friends can be deemed informal caregivers. 

• The health, burden and future care possibilities of other care facilities and 

informal caregivers. 

• The current living situation of the individual, his/her possible problems with 

the home, surroundings and living behavior, and his/her possible need/desire 

to move. 

5. These are provisions the client can already use through regulations or acts in the 

fields of living, public health, health care, labor and education. 
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6. The care situation of the patient is described as a clear “picture” by the CIZ of the 

client in his/her surroundings. 

7. In this step, the CIZ weighs if there are existing and adequate or new solutions to 

the problems in the care situation through treatment, rehabilitation or learning. 

Treatment cannot be enforced when the integrity of the body can be harmed (e.g. 

surgery). Besides these solutions, there might be other possibilities to improve the 

client’s situation that have priority over care from the AWBZ (see point 8, 9, 10). 

8. Normal care is the care that partners, parents, children or other co-residents are 

deemed to give each other on a “normal” basis. Possible overburdening of these co-

residents is taken into account. 

9. If a person needs care, the AWBZ will only provide the care that is not financed by 

other laws. Therefore, the AWBZ is also called the “law for risks that cannot be 

insured”. If other acts, mainly the ZVW, are in place to offer certain health care or 

welfare services needed by the client, these services have precedence over potential 

AWBZ services.  

10. General provisions are not regulated by law and can also offer solutions to the 

client’s needs, such as shopping services, child support facilities, et cetera. 

11. Determining the need for care concerning the nature, size, duration and terms of 

delivery, without a decision concerning accommodation. 

12. Here, the compensating opportunities by voluntary informal caregivers are assessed. 

Also assessed is the care that those informal caregivers are willing and able to give 

in the future. 

13. After the subtraction of informal care giving from the gross need for care, the net 

need for care is hereby defined. Six weeks after the application was filed, the client 

is informed of the indication. In principle, an indication is valid for 15 years.  Adult 

clients with a stabile disability sometimes have an indication that remains 

unchanged for many years, maybe even up to 15 years. Often, diseases or 

disabilities that require long-term care and demand exceptionally high expenses, are 

progressing. This means that an indication usually changes much sooner than 15 

years, sometimes even multiple times per year. This is usually the case for the 
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elderly receiving AWBZ care, since they become more fragile, ill or disabled in a 

relatively rapid manner.   

14. If the indicated care of the client is necessarily paired with the need for a protective 

or therapeutic living environment or permanent supervision, the decision is paired 

with an indication for long-term stay. Otherwise, no long-term stay is deemed 

necessary by the AWBZ. 

 

As defined in paragraph 1.2.1 care from the AWBZ can be divided into six major 

categories: (1) personal care, (2) nursing care, (3) counseling (individual or group), (4) 

treatment (individual or group); (5) long-term residence, (6) short-term residence. If no 

long-term stay is indicated, care needs are defined according to different levels. The 

following kinds of levels are possible: 

• Levels on the basis of an average amount of hours of care per week. These levels 

are defined for personal care, nursing care and counseling (individual). 

• Levels on the basis of “day-parts” (period with a maximum of 4 hours) for 

counseling (group) and treatment (group).  

• Treatment (individual) is not defined by levels. 

 

The CIZ bases it indication partly on the information and diagnoses from related 

professionals. Table 11 shows which health care professional is involved for which of the 

six grounds (one professional may offer the diagnosis, but multiple professionals may 

also be involved, either separately or as a multidisciplinary team). A decision about 

indication by the CIZ is valid for no more than 15 years, although in almost all individual 

cases indications change much sooner. Some younger clients with (relatively stable) 

mental or physical handicaps might receive an indication-setting that remains unchanged 

for years. Older clients usually suffer from progressive illnesses or handicaps, implying 

that indications will change often for them. 
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Table 12: Professionals who are involved with diagnosing the clients health status for the AWBZ. 

 
General 

practitioner 
Specialist 

GZ-psycho-

logist* 

Medical 

educationist 

Somatic ailment / limitation Χ Χ   

Psycho-geriatric ailment /  limit. Χ Χ Χ  

Psychiatric ailment / limitation Χ Χ Χ  

Physical handicap Χ Χ   

Mental handicap Χ Χ Χ Χ 

Sensorial handicap Χ Χ   

*GZ-psychologist is a “health care psychologist”: a specialized psychologist, who is entitled to 

make diagnoses. 

 

 

3.2 Compensation from the AWBZ fund 

 

When an indication for a client does not include residence for more than three full days, 

his or her care needs are defined according to function and level. Table 13 (next page) 

shows how levels are defined for the different functions of AWBZ care without residence 

(> 3 days).  

When an indication for a client includes residence for more than three full days, 

his or her care needs are defined according to care weight packages or ZZPs. AWBZ care 

providers receive standard compensation fees for each level of function or ZZP. These 

standard compensation fees are established by the NZa. These fees are “maximum” fees, 

and care offices have the ability to negotiate lower compensation fees with providers. 

These fees may not be lower than 94% of the standard compensation fee concerning 

residential care, and not lower than 85% for non-residential care. 

Table 10 on page 30 shows how the different functions and levels are defined. 

This table also shows the compensation from the personal budget for each function and 

level: please not that the compensations mentioned in table 10 do not equal 

compensations made for care in kind to AWBZ institutions. 
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Table 13: AWBZ-care with no residential care for more than 3 full days per week is defined and 

compensated by function and level according to this table. 

Function Levels are defined by: 

Personal care Average number of hours/week 

Nursing care Average number of hours/week 

Counseling (individual) Average number of hours/week 

Counseling (group) “Dayparts”/week 

Treatment (individual) “Dayparts”/week 

Treatment (group) Not expressed in levels 

Transportation Related to the level of group counseling and group treatment 

 

[Following text until “!!” moved from 3.3.6] A ZZP is a total package of care that fits the 

individual circumstances of the client, which concerns living, nursing care, treatment and 

daytime activities. Different gradients of ZZPs exist for different types of care. The 

different kinds of care weight packages can be categorized according to the grounds of 

AWBZ care. Table 14 shows the grounds and its set of ZZPs. 

Compensation for transportation is offered, dependent on the amount of group 

counseling and group treatment. Clients who need care with long-term residence more 

than three full days are classified into so-called “care weight packages” (ZZPs). A long-

term health care institution – such as a nursing home – that admits a client, receives a 

monetary compensation from the AWBZ fund via the CAK on the basis of the client’s 

ZZP level. When a client is appointed one, two or three full days of stay with care (short-

term residence), care is defined by function and level. 

The VV-ZZP is explained here, to give an example of how care weight packages 

are used and demarcated. As can be seen in table 15 (next page), the ten VV care weight 

packages can be categorized according to seven factors. Interpretation of the symbols can 

roughly be done as follows: 0 = not applicable, ++ = supervision and/or stimulation, 

++++ = help, ++++++ = complete take-over. The ninth and tenth VV-ZZP apply to short-

term care for specific client groups. The ninth VV-ZZP applies to clients in rehabilitation. 

The tenth VV-ZZP applies to palliative care for terminally ill clients, who can no longer 

live in their own home. 
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Table 14: Grounds for AWBZ care and their care weight packages 

Ground Special circumstance ZZP series 

Somatic ailment/limitation - VV 

Psycho-geriatric ailment/limit. - VV 

Mental handicap 

 

- VG 

Slight mental handicap LVG 

Strong behavioral disorder / slight mental hand. SGLVG 

Physical handicap - LG 

Sensory handicap Hearing disorder and communication handicap ZGaud 

Visual handicap ZGvis 

Psychiatric ailment/limitation - GGZ 

 

Table 15: VV-ZZPs 

 
Counseling Care Nursing 

care 

Problem 

behavior 

ZZP 
Social self-

reliance 

Psycho-

soc. funct.  

Personal 

care 

Mobility Motor 

funct. 
  

VV1 + 0 + + 0 0 0 

VV2 +++ + ++ + + + 0 

VV3 ++++ ++ ++++ +++ ++ + 0 

VV4 ++++ +++ ++ + + + + 

VV5 +++++ ++++ ++++ ++++ ++ + + 

VV6 ++++ +++ +++++ +++++ +++ ++ 0 

VV7 ++++++ +++++ ++++ +++ ++ ++ +++ 

VV8 +++++ +++ ++++++ ++++++ +++++ ++++ + 

VV9 +++ ++ +++ +++ ++ ++ 0 

VV10 +++++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++ + 
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Central to the first eight VV-ZZPs is that the higher the level of ZZP the higher the 

compensation from the AWBZ via the Central Administration Office (CAK). Every VV-

ZZP includes different classified illnesses and limitations. For example, clients in VV-

ZZP 7 have a relatively higher score on problems with social self-reliance, psycho-social 

functioning, and problem behavior, than clients in VV-ZZP 8. This means that VV-ZZP 7 

includes many psycho-social or psycho-geriatric elements, or other psychologically 

classifiable problems, and VV-ZZP 8 more problems or illnesses concerning physical 

instead of psychological problems. VV-ZZP 8 is on a higher level because illnesses with 

this character involve higher health care expenditure, not because the illnesses or 

problems are more serious or detrimental. !! 

Table 16 shows the compensation fees for VV-ZZPs in 2011. The 10 VV-ZZPs 

can be given with or without treatment, and they all include daytime activities. 

 
Table 16: (Maximum) compensation fees for VV-ZZPs in 2011, set by the NZa. 

Care weight 

package 

Compensation fee in euros/day 

(no treatment) 

Compensation fee in euros/ 

day (including treatment) 

VV1 58,55 - 

VV2 74,77 - 

VV3 90,49 113,18 

VV4 103,27 125,96 

VV5 141,51 165,38 

VV6 141,55 165,42 

VV7 166,62 197,39 

VV8 194,20 224,97 

VV9 137,76 196,15 

VV10 212,42 243,20 
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3.3 Types of long-term care institutions 

 

The two most important institutions delivering long-term (AWBZ) care are nursing 

homes and care homes. Other homes are also defined in this paragraph. 

 

3.3.1 Nursing homes 

Nursing homes have two main functions. First, they house and provide care for seriously 

ill and/or disabled clients who have lost so much of their independence and mobility that 

they need intensive personal and nursing care. Second, they offer personal and nursing 

care to clients who are housed in other institutions, such as care homes or hospices. 

Residence, medication, tools and all forms of care (including specialist care) that is 

provided in a nursing home is compensated through the AWBZ. If a client leaves a 

nursing home for care in a hospital, all care is compensated through the ZVW. 

 There were 479 nursing homes in the Netherlands in 2009. In that same year, the 

capacity of all nursing homes in the Netherlands totaled 74,430 persons. 

 

3.3.2 Care homes 

Care homes provide care for clients who can no longer live in their own home. Clients 

can receive home care, personal care, and some basic nursing care (e.g. wound dressing, 

help with medication intake) in care homes. So-called “regular” care homes are 

controlled by the government and receive most of their compensation for residence and 

care from the AWBZ fund (besides out-of-pocket expenditure). Private care homes are 

not compensated through the AWBZ fund, but by clients themselves. Clients may use 

their PGB to pay for residence and care in a private care home. A care home was usually 

called a care home, but this term is not used often anymore. 

 There were 1,131 care homes in the Netherlands in 2009. There were 290 homes 

combining services of care and nursing homes. In that same year, the capacity of all care 

homes totaled 96,170 persons. Table 17 shows the usage of care and nursing homes by 

gender, age and marital status in 2008 and 2009. 
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Table 17: Share of users (%) in care homes and nursing homes by gender, age and marital status, 

2008-2009 (source: SCP). 

Category Level Share of users (%) in: 

 Care home Nursing home 

(somatic) 

Nursing home 

(psychogeriatric) 

Gender Male 23 29 23 

Female 77 71 77 

Age 55-64 1 8 3 

65-69 2 5 3 

70-74 3 11 6 

75-79 10 18 14 

80-84 23 20 25 

85-89 32 22 27 

90+ 30 15 22 

Average age 85.8 80.5 83.4 

Marital 

status 

Married 9 25 23 

Divorced 5 7 5 

Widowed 76 57 65 

Never married 10 11 6 

 

 

3.3.3 Related institutions 

Other different forms of elderly homes and care institutions exist in the Netherlands. 

These are defined below: 

• Care farms are agricultural or horticultural companies that offer daytime activities 

for people with mental or physical disabilities and (demented) elderly. These 

daytime activities can be compensated through the AWBZ. 

• Home care organizations. Home care organizations deliver home care for clients 

living at home or in long-term care institutions. Home care organizations can be 

from the municipality or privately owned. Home care can be funded by the client or 

through the WMO. 

• Hospices. Anyone who is diagnosed with a terminal illness and will (probably) live 

no longer than 3 months, may be moved to hospices, where only palliative care is 

given. There are also “almost home” institutions, where there are volunteers 

working to improve the well-being of the terminally ill. “High-care hospices” offer 

medical services comparable to hospital services for the terminally ill. 
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3.4 Staff working in the context of the AWBZ 

 
The different types of staff that work within the confounds of AWBZ care are given in 

this paragraph.  

 

3.4.1. Nursing staff 

Basically, there are five levels of nursing and caring staff in the Netherlands. Level 5 is 

the highest level and attained by earning a Bachelor of Nursing after studying and 

practicing this occupation in an institute for Higher Occupational Education (HBO). 

Students following a Bachelor of Nursing may specialize in geriatrics, pediatrics, 

psychiatry, hospital care, and “social nursing” (related to prevention, vaccination, and 

health advice).  

Level 4 nurses finished the highest level in a Secondary Occupational Education 

(MBO) school. The main difference between level 4 and 5 nurses is that level 5 nurses 

focus on coordinating and managing in their studies, and are prepared to bring scientific 

findings into practice. Both level 4 and 5 nurses may become a nursing specialist after 

following a master. Nursing specialists may treat patients (e.g. give injections, prescribe 

medication) and have the authority to work more independently. Five specialisms are 

protected within the Law on BIG for nursing specialists: preventive, acute, intensive, 

chronic, and mental care.  

Level 5 nurses can also become a nurse practitioner after following a Master of 

Advanced Nursing Practice. Nurse practitioners (NPs) can see patients in the policlinic, 

make diagnoses, and prescribe medication. They often work besides a general 

practitioner. The target group of NPs exist mostly of chronic patients. By treating chronic 

patients, nurse practitioners help in preventing these patients from intensively visiting the 

more “expensive” medical specialists.  

Members of caring staff with level 1, 2 or 3 are officially not nurses, but fall 

under the category of home care staff. 
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3.4.2 Home care staff 

Home care staff are not qualified to give medical care, and only assist in domiciliary 

tasks, such as cleaning, bathing, and dressing. Home care helpers with a level 1 training 

may prepare meals and help in other domiciliary tasks. These tasks may be performed at 

the client’s home, but also in care homes or nursing homes. Level 2 home care helpers 

may also provide personal care, such as helping people in and out of bed, getting dressed 

or undressed, and showering or bathing. Level 3 home care helpers receive additional 

training in preparing schedules, making individually tailored domiciliary- and personal 

care plans, and making reports. They may also qualify for a degree in Individual Health 

care (IG), for which they must learn basic nursing tasks such as assisting with taking 

medication or injecting oneself. 

 

3.5 Separating AWBZ care from care from the ZVW and WMO 

 

When a client receives care, it is not always distinctly clear from which health care act 

compensation for expenses is provided. The focus of this paragraph lies on the AWBZ 

and how care from the AWBZ fund can be separated from compensation from the ZVW 

and the WMO. Point 9 of the CIZ funnel model stipulates that care is not funded by 

AWBZ insofar a client is entitled to comparable care services from other legal care 

provisions. This means that – if possible – care from the ZVW or WMO precedes care 

from the AWBZ. If care services are not provided through the ZVW or WMO, it is 

provided through the AWBZ. How AWBZ funding is separated from funding from the 

ZVW and WMO is explained below. This is explained on the basis of the six types of 

AWBZ care; for each type of care a different paragraph. The next paragraph clarifies 

what health care services are provided by the AWBZ in an institution. 

 

3.5.1 Provisions 

Most expenses for care and residence in a regular care home or nursing home are paid for 

by the AWBZ. These regular institutions are therefore also called AWBZ-institutions. 

The client will have to pay for care and residence when he or she is staying in a private 

care home or nursing home. The client may use money from a PGB in this case. 
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 Personal care, nursing care, home care, counseling and other products and 

services are provided through the AWBZ when a client is staying in a regular institution. 

The client partly pays for these services and products he or she is receiving through the 

compulsory AWBZ deductible. The other products and services mentioned here refer to, 

for example, toilet paper and foot care. These products and services are also called 

provisions. Most provisions are only paid for by the client himself if they are medically 

speaking not a necessity. Examples of provisions that the client may receive through 

AWBZ financing are given below: 

• Three meals a day, sufficient drinks (such as coffee, tea or soft drinks), fruit and 

some (healthy) snacks. Alcoholic beverages and other snacks are not paid for. 

• Certain care products, such as plastic gloves, wet towels or toilet paper. More 

“general” care products such as shower gel, soap, shaving equipment, toothpaste a 

toothbrush, et cetera are not paid for. 

• Washing, drying, ironing and dry-cleaning of clothing. Clothing that needs extra 

washing for medical reasons is not paid for. 

• Personal care services that are a medical necessity or cannot be done by the client 

him- or herself. An example is nail clipping in case the client has a certain 

disability, or foot care in case of diabetes or a disability. 

• A cable connection for television. The television and a TV-membership is not 

provided.  

 

3.5.2 Limits of the AWBZ: Personal care 

Clients who need moveable living provisions for the short term (less than six months), 

such as a shower stool, may receive them from a lending service from the AWBZ. If a 

client requires provisions for the longer term (more than six months), he or she will 

receive this from the municipality through the WMO. If clients apply for personal care 

provisions from the WMO, they may receive them from the lending service from the 

AWBZ first, because the WMO cannot always directly provide them. When adjustments 

to the client’s home are required, the AWBZ can also bridge the gap between the 

application for – and the realization of – these adjustments. The ZVW also provides for 

personal care services. These services concern:  
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• Aiding tools (e.g. for putting on and taking off support stockings). The AWBZ 

provides for professional help, when the use of such aiding tools has become too 

problematic.  

• Request for patient-specific distribution and dose-preparation of medication is done 

by the pharmacist (formerly by home care). A health care professional may assist a 

patient with the preparation or taking of medication when medication cannot be 

systematically pre-dosed by the pharmacist (e.g., when medication intake changes 

often or fluids or ointments are prescribed). 

• Teaching of self-care or learning specific skills that result from a prescribed 

treatment or action by a medical specialist (e.g., using a stoma or preparing tube 

feeding), unless the client is unable to learn or implement the skills.  

 

3.5.3 Limits of the AWBZ: Nursing care 

The demarcation of nursing care delivered by the AWBZ and the ZVW is complex. The 

essence of how nursing care is separated remains the same though: if nursing care is 

necessary with regard to a medical specialism – whether there it concerns nursing care in 

combination with hospital stay or not – it is arranged through the ZVW; otherwise it is 

provided by the AWBZ. The Health Insurance Board (CVZ) separates ZVW from 

AWBZ with regard to nursing care according to three factors:  

• The seriousness of the ailment or treatment (Life-threatening? Risk?).  

• The complexity of the situation (Stabile? Predictable?). 

• The amount of interference by a medical specialist (Instructions? Supervision? 

Interference? Control?). 

 

The CVZ has defined four categories to demarcate nursing care from AWBZ or ZVW: 

1. Complex nursing care, which is assigned and supervised by a medical specialist, and 

for which he or she is available for intervention, and of which he or she needs 

feedback, is arranged through the ZVW. An example is intra-venal therapy at home. 

2. Less complex nursing care directly connected to a medical specialism, for which 

supervision and intervention are not necessary, and which the client may reasonably 
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expect to receive in a hospital is also arranged through the ZVW. An example is 

periodical injections under the responsibility of the medical specialist. 

3. Less complex nursing care directly connected to a medical specialism, for which 

supervision and intervention are not necessary, and of which the client may not 

reasonably expect to receive in a hospital, is arranged through the AWBZ. An 

example is frequent treatment or treatment for an immobile client. 

4. Nursing care assigned by the GP of which the client may reasonably expect to receive 

in a GP’s office belongs to the ZVW. Nursing care assigned by the GP of which the 

client may not reasonably expect to receive in a GP’s office belongs to the AWBZ. 

An example is repetitive wound dressing at home or at a long-term care institution. 

 

Nursing care under direct management and responsibility (assign, instruct, receive 

feedback) of the medical specialist belongs to the ZVW. This also applies to instruction 

and information that necessarily goes together with the act or treatment, such as the 

instruction how to use a catheter or how to perform an injection. When it is established 

from these categories that nursing care is not directly under the responsibility of the ZVW, 

other factors should also be taken into account. These are given in figure 8 (next page). 

The administration of a health care provider is responsible for demarcating the care that is 

delivered, so compensation can be retrieved from either the health care insurer or the 

AWBZ budget they receive. 

 
 



 

Figure 

 

 

Figure 8: Schedule of demarcation nursing care ABWZ from ZVW

 

: Schedule of demarcation nursing care ABWZ from ZVW

 

: Schedule of demarcation nursing care ABWZ from ZVW
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: Schedule of demarcation nursing care ABWZ from ZVW: Schedule of demarcation nursing care ABWZ from ZVW: Schedule of demarcation nursing care ABWZ from ZVW (source: [6(source: [6] page 102)

 

] page 102). 
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3.5.4 Limits of the AWBZ: Counseling 

In this paragraph counseling activities from the AWBZ are separated from those of the 

WMO. First, what counseling entails within the framework of the AWBZ is defined, after 

which counseling activities within the WMO are given. Within the AWBZ counseling 

roughly consists of the following activities: 

• supporting with or rehearsing of skills or actions; 

• supporting with or rehearsing of bringing structure into one’s life or managing 

one self; 

• taking over of supervision of client. 

 

Counseling from the AWBZ relates to activities to clients in the domain of: 

• social self-reliance; 

• mobility; 

• mental functioning; 

• memory and orientation; 

• moderate or severe behavioral problems. 

 

These five domains are further specified here. The five domains are labeled as slightly, 

moderately or severely limited on the basis of these specifications. 

 

Social self-reliance: 

• understanding what others are saying; 

• making conversation; 

• making oneself understandable; 

• initiating and executing simple tasks; 

• reading, writing, calculating; 

• using communication aids; 

• daily routines and activities; 

• solving problems and taking decisions; 

• arranging daily routine; 



55 

 

• controlling budget and arranging monetary tasks; 

• initiating and executing complex tasks; 

• keeping up with administrative tasks. 

 

Mobility: 

• maintaining bodily position; 

• making crude hand and arm movements; 

• making fine hand and arm movements; 

• lifting lighter objects; 

• making coordinated movement with legs and feet; 

• changing bodily position; 

• going up and down the stairs without aid; 

• moving with aids; 

• moving within the house without aids; 

• using public transport; 

• using own transportation; 

• walking short distances; 

• lifting heavier objects. 

 

Mental functioning: 

• concentration; 

• memory and reasoning; 

• perception of surroundings. 

 

Orientation: 

• orientation as a person; 

• orientation in space; 

• orientation in time; 

• orientation to a place. 
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Behavioral problems: 

• destructive behavior towards oneself and/or the other, literally and figuratively 

speaking; 

• obsessive behavior; 

• physically agressive behavior; 

• manipulative behavior; 

• verbally agressive behavior; 

• self-harming or self-damaging behavior; 

• sexual behavior transgressing certain borders. 

 

Care that can be provided through the WMO precedes potential AWBZ care. With regard 

to counseling the WMO provides care by offering clients help with regard to participating 

in society. Municipalities are responsible for this help and every municipality can decide 

how to compensate for the client’s limitations. As described in paragraph 1.3.1 on pages 

18-20 there are nine performance fields. How municipalities organize and conduct aid for 

elderly clients with limitations are given in table 17 below. 

 

 

Table 17: Performance fields within the WMO and examples concerning elderly welfare 

Performance field Examples 

Improving social cohesion and 

livability of villages and 

neighborhoods. 

Club houses, ‘drop-in centres’, neighbourhood 

activities, sports, park benches, social/cultural 

activities, contact networks for people in vulnerable 

positions, contact stimulation, safety, social work. 

Support to the youth and parents who 

experience problems with upbringing.  

No example with regard to older people. 

Giving information, advice, and 

support to clients. 

One desk policy (the goal is to have on reception desk 

for all provisions), client and civil participation, 

handling of complaints. 

Supporting informal caregivers and Voluntary services, chore aid, service point informal 
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volunteers. care, organising suspension of care, informal care 

broker, voluntary courses, ‘buddy projects’ (buddies 

are voluntary workers who accompany the vulnerable 

and lonely). 

Promoting participation of people with 

chronic psychological or psychosocial 

problems or a physical limitation in 

society, as well as their independency. 

This consists mostly of general facilities and projects, 

such as: Social work, debt assistance, elderly 

provisions, accessibility of public space, buildings and 

public transport, adjustments to residences. 

Providing facilities and services for 

people with a chronic psychological or 

psychosocial problems or with a 

physical limitation to promote their 

independency and societal 

participation. 

This consists mostly of individually tailored facilities 

and projects, such as: Home help assistance, 

wheelchairs, scooters, transport provisions, provisions 

for residence, assistance in independent living, daytime 

activities, meal provisions. Aid can be provided in kind 

or with a personal budget. 

Offering shelters and implementing 

policies to combat domestic violence. 

Offering temporary sheltering, guidance, information, 

and advice for persons who have left their home 

situation and are not capable of supporting themselves. 

Improving public mental health care. Hotline for crises, reaching and helping socially 

vulnerable people. 

Improving addiction policies. No example with regard to older people. 

 

Any forms of counseling that can be provided through the ZVW precede counseling 

through AWBZ. Some forms of individual counseling or daytime activities for 

psychiatric patients can be part of psychiatric treatment and under the responsibility of a 

medical specialist. In this case, counseling is funded through the ZVW. If the necessity of 

psychological counseling comes into existence in a time period after diagnosis or 

treatment, the counseling activities are no longer part of medical treatment and AWBZ-

funding will be provided. Some insurers offer substitutive informal care-giving in their 

additional VHI packages. 
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3.5.5 Limits of the AWBZ: Treatment 

AWBZ treatment consists mostly of continuous, systematic, long-term and 

multidisciplinary care for complex care problems that requires specifically trained 

professionals. Care from the ZVW is usually not continuous, systematic, and long-term, 

but can be multidisciplinary. An example is care that is needed for a client with a 

multiple handicap, who might need behavioral therapy, and medical and paramedical 

assistance.  

A main practitioner – in charge of the coordination of care – is appointed for the 

client in case of AWBZ treatment; this main practitioner may essentially be from any 

discipline. Treatment is aimed at preventing the worsening of consequences and/or 

complications of the ailment or the coming into existence of a disorder or limitation that 

is associated with the ailment, and at learning new skills and/or behavior. 

 

3.5.6 Limits of the AWBZ: Long-term residence
5
 

As stated in paragraph 3.1, indication setting for long-term stay – four full days per week 

or more – is done in the form of care weight packages or ZZPs. [Text ZZPs removed!] 

Formally, any care or compensation from the voluntary health insurance, such as 

informal care suspension of care-givers, is not obligatory by the ZVW and therefore no 

precedence from other arrangement exists. Instead, when care-givers have this option, the 

CIZ can alter their indication on the basis of point 12 of the CIZ funnel. Also, the first 

365 days of sequential residence in a psychiatric institution is compensated by the ZVW.  

 

3.5.7 Limits of the AWBZ: Short-term residence 

No legal provisions precede short-term residence care from the AWBZ. Some general 

accessible facilities do precede this type of AWBZ care, such as alarms, volunteers, client 

support through MEE (organization offering support to people with functional 

limitations), voluntary health insurance or forms of informal care-giver support. 

                                                 
5 Information from http://zorgzwaarte-pakket.nl. 
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Index of abbreviations 

 

• AFBZ = Exceptional Medical Expenses Fund (Algemeen Fonds Bijzondere 

Ziektekosten) 

• AOW = State pension law (Algemene Ouderdomswet) 

• AWBZ = Exceptional Medical Expenses Act (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten) 

• BIKK = Contribution to Reduction Expenses (Bijdrage in de Kosten Kortingen) 

• BKZ = Budget for Health Care (Budgetair Kader Zorg) 

• BSN = Citizen Service Number (Burgerservicenummer) 

• CAK = Central Administration Office (Centraal Administratiekantoor) 

• CBS = Central Bureau for Statistics 

• CIZ = Centre for Needs Assessment (Centrum Indicatiestelling Zorg) 

• CVZ = Health Insurance Board (College voor Zorgverzekeringen) 

• DBC = Diagnosis Treatment Combination (Diagnose Behandeling Combinatie) 

• DOT = DBC on the way to Transparency (DBC op weg naar Transparantie) 

• HBO = Higher Occupational Education (Hoger Beroepsonderwijs) 

• HIF = Health Insurance Fund (Zorgverzekeringsfonds) 

• IGZ = Health Care Inspectorate (Inspectie voor de  Gezondheidszorg) 

• GP = General Practitioner 

• MBO = Secondary Occupational Education (Middelbaar Beroepsonderwijs) 

• NZa = Dutch Health Care Authority (Nederlandse Zorgautoriteit) 

• PGB = Personal Budget from the AWBZ (Persoongebonden Budget) 

• SSP = SVB Service Center 

• SVB = Social Insurance Bank (Sociale Verzekeringsbank) 

• UZI = Unique Health Care Provider Identification (Unieke Zorgverlener 

Identificatie) 

• VHI = Voluntary Health Insurance 

• VWS = Ministery of Public Health, Welfare, and Sports (Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
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• WBSN-Z = Law on the Use of the Citizen Service Number in Health Care (Wet 

Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg) 

• WMCZ = Law on Client Participation in Care Institutions (Wet Medenzeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen)  

• WMO = Social Support Act (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

• ZVW = Health Insurance Act (Zorgverzekeringswet) 

• ZZP = Care Weight Package (Zorgzwaartepakket) 
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Supplementary material: Laws & Reports 

 

1. WMCZ: Law on client participation in care institutions 

 

Chapter I. General definitions 

Article 1 

1. In this law the next definitions apply: 

a. Our Minister: Our Minister of Public Health, Welfare, and Sports (VWS); 

b. institution: 

1. an institution in the sense of the Law on Healthcare Institutions Acceptance 

(WTZi); 

2. every organizational association – operating as an independent unit in society – 

where societal care or public health is delivered and which is financed: 

a. by the Health Insurance Board (CVZ) on the ground of the Health Insurance 

Act (ZVW) or Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ); 

b. by Our Minister on the ground of the framework Law VWS Subsidies or a 

municipality on the ground of the Social Support Act (WMO); 

3. every organizational association – operating as an independent unit in society – 

where care for the addicted is delivered and which is financed by Our Minister, a 

municipality or a province; 

c. health care provider: 

1. a legal person or natural person, maintaining an institution; 

2. the legal persons or natural persons, maintaining an institution together; 

d. client: a natural person for whom the institution functions. 

2. Organizational associations – operating as an independent unit in society – where societal 

care or public health is delivered, and which are financed other than on the ground of a legal 

funding arrangement by Our Minister, can be classified as an institution in the sense of this 

law by ministerial regulation. 

3. This law is not applicable to judicial institutions for treatment of the involuntary committed, 

as is specified in the penal code. 

 

Chapter II. Client councils 

Article 2 
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1. The healthcare provider establishes a client council for every institution maintained by him, 

that within the framework of the goals of the institution particularly promotes the common 

interests of the clients. 

2. The healthcare provider provides in written form: 

a. the number of members of the client council, the method of appointment, which persons 

can be elected as a member, and the legislative period of appointment; 

b. the material means of the client council, which the client council can use for their 

activities. 

3. The arrangement described in the second paragraph is such that the client council: 

a. can reasonably be deemed representative for the clients, and 

b. can reasonably be expected to be capable to promote their common interests. 

4. The client council arranges its working method in written form, including representation 

inclusive and exclusive to the law. 

5. The expenses of conducting legal suits by the client council, as meant in article 10, 

paragraph 2, are only charged to the healthcare provider in the case the healthcare provider 

was notified by the expenses in advance. 

6. After providing the arrangement referred to in paragraph 2 the health care provider 

establishes the provisions that are necessary by this regulation for appointing the members of 

the client council. The healthcare provider establishes the provisions anew at any time when 

the client council has not functioned for two years due to a lack of members, of which the 

number is determined by the regulation. 

Article 3 

1. The healthcare provider provides for the opportunity of the client council to give advice 

about every intended decision concerning the institution with regard to: 

a. a change in the goal or the ground;  

b. transfer of control, a merger, or the start or breakdown of a long-term collaboration with 

another institution; 

c. the liquidation of the whole or a part of the institution, a migration or substantial 

rebuilding; 

d. an important alteration within the organization; 

e. an important reduction, expansion or other alteration of the activities; 

f. the appointment of person who directly attain highest control with the management of 

labor in the institution; 

g. the budget and annual account; 
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h. general policy with regard to admission of clients and the termination of health care 

provision to clients; 

i. feedings affairs of a general nature, general policy in the domains of the security, the 

health, the hygiene, the mental healthcare, societal assistance to and recreational 

activities for clients; 

j. the systematic guarding, controlling or improving the quality of the care that is to be 

provided to the clients; 

k. the determination or alteration of a arrangement with regard to the treatment of 

complaints of clients and the appointment of persons charged with the treatment of 

complaints of clients; 

l. alteration of the arrangement, referred to in article 2, paragraph 2, and the determination 

or alteration of other arrangements applicable to clients; 

m. charging persons with the management of a part of the institution where 24 hours care is 

provided to clients who stay in the institution for the long term. 

2. The advice is requested at such a point in time that it can be of essential influence on the 

intended decision. 

3. The client council is authorized to give unrequested advice to the healthcare provider with 

regard to the subjects referred to in paragraph 1, or other subjects that can be of importance to 

the clients. 

Article 4 

1. The healthcare provider does not take a decision that is different than a written advice of the 

client council, if no deliberation, if reasonably possible, was done with the client council at 

least once. 

2. With regard to the subjects referred to in article 3, paragraph 1i-m, the healthcare provider 

does not take a decision, excluding any decision that has to be taken according to the law, that 

is different from the written advice of the client council, unless the committee referred to in 

article 10, has determined that the healthcare provider has reached the intended decision after 

reasonably consideration of all the interests involved. 

3. The healthcare provider provides a written notification to the client council of a decision 

concerning a subject of which the client council has filed written advice, and provides 

arguments if the decision is different from the advice. 

4. A decision from the healthcare provider taken in contradiction with paragraph 2 is void, in 

the case the client council has filed a written annulment with the healthcare provider. A client 

council can only file an annulment within a month after the healthcare provider has informed 
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the client council about the decision, or, in case of default of notification, the client council 

has noticed that the healthcare provider has implemented or executed the decision. 

Article 5 

1. The healthcare provider provides timely, and if requested written, all the information and 

data to the client council that the client council reasonably needs to fulfill its tasks and duties. 

2. The healthcare provider provides the client council at least once a year with oral or written 

information concerning the policy that is executed in the passed time span, and that shall be 

executed in the coming year. 

Article 6 

1. The healthcare provider can assign the client additional competencies than the in this law 

states competencies. Such a decision is to be notified to the client council in written form. 

2. The healthcare provider provides opportunity for the client council to give advice about an 

intention to take a decision as referred to in paragraph 1, and about an intention to alter such 

a decision. Article 4 is of similar appropriation. 

 

Chapter III. Governance board of directors 

Article 7 

1. If a healthcare provider is a legal person as is referred to in article 3 of book 2 of the Civil 

Code, the statutes provide for regulations, safekeeping that clients can influence the 

assembly of the board of directors. The regulation at least includes that one member of the 

board is appointed by a binding nomination of the client council or client councils, unless the 

client council or client councils did or does not make use of this possibility. 

2. Paragraph 1 is not applicable when the board of directors includes one or more persons who 

execute or executes this function on the basis of an employment contract on which rests a 

monetary reward. In this case paragraph 1 is of similar application on the assembly of the 

institute that is charged with the supervision or approval of decisions made by the board of 

directors. 

 

Chapter IV. Publicity 

Article 8 

The healthcare provider assembles an annual written report in the way this law is applicable to the 

institution. 

Article 9 

1. The healthcare provider makes public 10 days after installation: 
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a. the annual report; 

b. written starting points for policy, including the general criteria that are employed by 

care provision; 

c. the minutes and the decision list of the meetings of the board of directors, insofar these 

consist of general policy affairs; 

d. a regulation of the handling of complaints of clients and other rules that apply to clients, 

as well as a regulation referred to in article 2, paragraph 2; 

e. the report referred to in article 8. 

2. The publication occurs by making the documents available for viewing, and by providing 

copies if so demanded by them. 

3. Notification of publication will occur by way that is common for notifying clients. 

4. A price can be placed on the dispensing of copies by request, no higher than the cost price, 

unless the Law on publicity of governance (WOB) is applicable to the institution.  

  

Chapter V. Compliance 

Article 10 

1. The healthcare provider installs a three member committee of trustees in consensus with the 

client council or client councils, of which one can be appointed by the healthcare provider, 

one by the client council or client councils, and one by either parties, or appoints a 

committee of trustees installed by one or more client organizations and one or more 

healthcare provider organizations, that oversees the task of mediation and, if necessary, 

giving a binding verdict: 

a. on the request of the client council, about disagreements with the healthcare provider 

concerning execution of article 3; 4 paragraph 1 and 3; 5 paragraph 1; and 9. 

b. on the request of the healthcare provider, in the case the healthcare provider wishes to 

make a decision different from the written advice of the client council, relating to a 

subject referred to in article 3, paragraph 1i-m. 

2. The client council and every client of the institution can file a written request with the 

cantonal judge of the court of the arrondissement in which the residential area of the 

healthcare provider lies, to command the healthcare provider to comply to article 2; 5 

paragraph 2 7; 8; and paragraph 1 of this article. An applicant who did not request in 

advance from the healthcare provider to act in accordance with that which is requested in an 

appeal, and who did not give a reasonable term to comply to the appeal, is deemed non-

admissable. 
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2. BIG: Law on the professions in individual healthcare 

 

Chapter I. Definitions 

Article 1 

1. In this law and the on this law resting provisions the term individual healthcare refers to, 

besides the in paragraph 2 described actions, all other actions – including researching and 

giving of council – directly affecting a person, thereby covering the promotion and 

safekeeping of that person’s health. 

2. In this law and the on this law resting provisions is considered under the name of acts in the 

domain of medicine:  

a. all actions – including researching and giving of council – directly affecting a person 

and to cure the person from disease, to guard the person from the origination of disease, 

or to judge the person’s health condition, or to give obstetric assistance; 

b. the taking of blood or tissue for other purposes referred to in a; 

c. the taking of tissue from a deceased person and the performance of autopsy. 

Article 2 

1. In this law and the on this law resting provisions is considered under Our Minister the 

Minister of Health, Wellbeing, and Sports. 

2. In the chapter VII and VIII and the on these chapters resting provisions is considered under 

Our Ministers the Minister of Health, Wellbeing, and Sports and the Minister of Justice. 

3. In this law is considered under other deal-making states a state, not a member of the State of 

the European Economic Society, which is a party from the Deal regarding the European 

Economic Space or Switzerland. 

4. In this law and the on this law resting provisions is considered under register a register 

installed according to article 3, paragraph 1. 

5. In this law and the on this law resting provisions is considered under recognized specialist 

register a register of specialists on which article 14, paragraph 1 applies, or a specialist 

register that is installed in accordance with article 16. 

 

Chapter II. Registration and protection of title 

§ 1. General 

Article 3 

1. Registers will be installed, in which those who comply to the therefore installed prerequisites 

by this law will be subscribed, distinguished as: 
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• physician, 

• dentist, 

• pharmacist, 

• healthcare psychologist, 

• psychotherapist, 

• fysiotherapist, 

• midwife, 

• nurse. 

2. The last name, first name, gender, date of birth, nationality, address, and number and date of 

registration of the person subscribed will be mentioned in the register. 

3. Every register will be installed and controlled by Our Minister. 

4. The registers will be installed to comply to a request for information as referred to in article 

12, and to facilitate supervision of implementation of articles 4 and 17. 

Article 4 

1. To those that are subscribed in the register is given the right to use the term in which they are 

subscribed as referred to in article 3, paragraph 1. 

2. To those who do not receive the right to use a title as referred to in paragraph 1, forbidden to 

use this title, a similar denomination, or a signature that refers to this title, declared with 

application of article 93 or mainly similar to this. 

3. As long as a subscription to the register is suspended, the person involved is equated to a 

non-subscripted. 

4. In this law and the on this law resting provisions is considered under the titles as referred to 

in article 3, paragraph 1, insofar there is no contradictory argument, as those who are 

subscribed in the register as such. 

Article 5 

1. Our Minister is authorized to decide to subscription in the register by request. 

2. By general decree of the board of directors rules will be installed about the amount to be 

paid for handling of request, as well as the way of submission of the request, and the thereby 

to provide information and documents that are needed to judge the request. The amount 

referred to in the first sentence is determined in such a way that the expenses of the handling 

of this request are paid for. 

3. By general decree of governance an amount can be established that is charged in the period 

referred to in the decree to the professionals for being subscribed in the register. The amount 
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referred to in the first sentence is determined such that the expenses of being subscribed in 

the register are covered.  

Article 6 

Subscription is refused: 

a. if the requestor does not comply to the prerequisites of education referred to in chapter 

III; 

b. if the requestor is put under legal constraint by judicial verdict for a mental disorder; 

c. if the requestor is deprived of the right to perform a profession by judicial verdict; 

d. if this results from a decree taken on the basis on the grounds of this law for the 

requestor. 

Article 7 

Subscription is stricken out: 

a. in case of death of the requestor; 

b. on the request of the subscribed;  

c. if the subscribed is under the circumstance referred to in article 6, paragraph b or c; 

d. if this results from a decree taken on the basis on the grounds of this law for the 

requestor. 

Article 8 

1. By general decree by the board of director is decided that the subscription to a register 

referred to by the decree is stricken out if after the in the paragraph 2 referred to date has 

passed with a time period referred to in the decree. 

2. The in paragraph 1 referred to date is the most recent of the next dates: 

a. the date on which the subscripted has received a certificate referred to by chapter III or 

VI a statement referred to by article 41, paragraph 1, section b, or a recognition of 

professional qualifications referred to in the EU law governing recognition of 

professional qualifications. 

b. in the register assigned date following from a request by the subscribed, preceded by 

successful education which is completed in the period referred to in paragraph 1 and 

consistent with the by Our Minister installed rules; 

c. in the register assigned date following from a request by the subscribed, preceded by the 

professional practice by the subscribed in the involved domain which complies in 

duration and spread to the in paragraph 1 referred to period by the to be regulated 

general decree of the board of directors. 
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3. With deviation from paragraph 1, the subscription of a specialist, for which an arrangement 

applies as referred to article 15, paragraph 1, in the in paragraph 1 referred to register will 

not be stricken as long as the specialist is subscribed in an acknowledged specialist register. 

4. To a request as referred to in paragraph 2, section b or c, is article 5 similarly applicable. 

5. The striking out is omitted as long as a decision is not made on an already filed request for 

annotation of a date as is referred to in paragraph 2, under b or c. 

6. [This paragraph is not applicable yet.] 

7. Our Minister can: 

a. set prerequisites by which the nature of the practices, referred to in paragraph 2, section 

c, has to comply for the application of this article. 

b. appoint practices, either within or outside the domain of individual healthcare, that are 

equated to practices on the involved domain of professional practices for application of 

this article. 

Article 9 

1. In the register a note, when it follows from a decree or decision based on this law, shall be 

made: 

a. the suspension of a subscription; 

b. the restrictions that have been imposed the subscribed; 

c. the partial denial of the authority to execute the in the register notified profession; 

d. the ending of a suspension, other than a consequence of the expiring of a time period 

settled by a decree; 

e. the loss of applicability of the restrictions referred to in section b, other than the result 

of the expiring of the trial period, and of the denial referred to in section c. 

2. With a note as referred to paragraph 1 is mentioned: 

a. the date of the notification of a suspension, together with the duration of the suspension 

if that is already known; 

b. the date on which the restriction or denial referred to in paragraph 1is applicable, 

together with, when the restrictions are limited to the trial period, the duration of it, or; 

c. the data on which the suspension is ended or since when the restrictions or denial, as 

referred to in paragraph 1, is no longer applicable. 

Article 10 

1. Every subscription to, notation in, or striking from a register occurs on the grounds of a 

befitting, dated and signed ordinance. 
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2. Our Minister sends a transcription of an ordinance as referred to in paragraph 1 to the 

administrator of the register of health care providers, as referred to in article 14 of the Law 

on use of citizen service number in healthcare. 

Article 11 

1. Our Minister provides for public announcement of: 

a. that which is noted and mentioned in the register on the ground of article 9, considering 

that the conditions imposed on the subscribed are only notified in the case it needs to be 

reported by general decree of the board of directors; 

b. the striking from the register by implementation of a taken measure on the ground of 

this law, with notification of the ground on which the striking rests; 

c. the subscription of a person in case the preceding subscription of that person is stricken 

out by implementation of a taken measure on the ground of this law. 

2. The name and place of residence is mentioned in the public announcement. The public 

announcement occurs in a by general measure of governance arranged manner, which should 

at least occur in the Staatscourant. 

Article 12 

1. On the request of a person involved, all information applicable to him in the register should 

be notified to him. 

2. For everybody who so desires is notified: 

a. if a person is subscribed in a register; 

b. if the subscription of a person is suspended in a register; 

c. if, with regard to the subscribed, a measure is taken concerning a partial denial of 

authority to practice the involved profession, with, if this is the case, a description of the 

content of the measure; 

d. in case this is to be reported by general measure of governance: if with regard to a 

subscribed person conditions are given, with, if this is the case, a description of these 

conditions and, if these are limited to a probationary period, a notification of the 

duration thereof.  

3. The providing of notifications, referred to in paragraph 2, other than to governing bodies or 

governed services, occurs, insofar it takes place in writing, against payment according to a 

by general decree of governance applied tariff. 

Article 13 

The data from registers can also be used for implementation of the Law on physicians in 

emergency situations, the Law on market planning of health care, and the sending of information 
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from governing bodies concerning public health, appointed by State supervision on public health 

or by other by our Minister appointed governing bodies, to the in the register subscribed persons. 

 

§ 2. Specialisms 

Article 14 

1. When an organization of practitioners of a profession as referred to in paragraph 3 has a 

specialist register for the subscription of professionals who have gained a special expertise 

with regard to the practicing of a domain in their profession, and a title is connected to that 

subscription, our Minister can decide that this title is recognized as a specialist title by law. 

An application for this is done by the governance of an organization; the governance can 

also pass this authority onto the organizational body referred to in paragraph 2d. 

2. Such a decision will only be taken by our Minister if that is desirable to promote a good 

practice of individual health care, and if the next conditions are met: 

a. the organization is, to the judgment of Our Minister, sufficiently representative for the 

practitioners of the involved profession; 

b. the organization is an lawfully competent association; 

c. the organization makes rules in which is recorded 

• the procedure for the decision-making context within the organization with regard 

to the installation of a specialist register, 

• the tasks and composition of the different bodies and 

• the tariff which, to cover expenses, applies to the handling for the request for 

subscription as a specialist and for the acknowledgement of educational institution, 

respectively trainer. 

d. the organization has an organizational body that 

• is charged with the decision to install a specialist register, and 

• established rules with regard to the demands that are given for subscription as a 

specialist and  for acknowledging educational institutions, respectively trainers for 

a specialism. 

e. the organizations also has an organizational body that is charged with 

• the subscription of specialists, 

• the recognition of educational institutions, respectively the trainers, and 

• the supervision on the execution of the rules by the acknowledged educational 

institutions, respectively trainers. 
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3. A regulation established by an organizational body as referred to in paragraph 2d is in 

accordance with the rules established by or by virtue of Trb. 2000, 16 and 86. 

4. The regulations referred to in paragraph 2c and 2d require the approval of Our Minister; the 

approval can be withheld when in conflict with the law or common interest. 

5. Subscription in an acknowledged specialist register is not dependent on the membership with 

the organization. 

6. Subscription in an acknowledged specialist register is solely possible for persons subscribed 

in the BIG register. 

7. To everyone who so desires the administrator of an acknowledged specialist register notifies 

if that person is subscribed in the specialist register. 

8. Our Minister can give directions of a general nature to an organizational body as referred to 

in paragraph 2d with regard to the in this article referred to tasks in connection with binding 

decisions of the European Community as well as for improvement of a good practice of the 

individual health care. Before initiating this, he hears the organizational body. A direction 

cannot mean that a specialist register is established for a specific domain. 

9. Our Minister can revoke a decision that is based on paragraph 1 if that what is decided in this 

article is not fulfilled. 

10. The organizational body as referred to in paragraph 2d will provide to Our Minister, if so 

desired, the information needed for the execution of his tasks. Our Minister can claim to 

inspect formal information and documents insofar that is reasonably needed to fulfill his 

tasks. 

11. The Outline law on independent governing bodies is applicable to an organizational body as 

referred to in paragraph 2e, insofar this organizational body is exercizing activities with 

regard to an acknowledged specialist register. In contrast to the first sentence, article 22 of 

the Outline law on independent governing bodies is not applicable, insofar this relates to 

matters of subscription. 

12. In the Staatscourant  is reported: 

a. the decisions of Our Minister under paragraph 1, 4, 8, and 9; 

b. establishment and amendment of a regulation as is referred to in paragraph 2c and 2d. 

Article 15 

1. A regulation as referred to in article 14, paragraph 2d, can also mean that a person who has 

completed the training as a specialist is subscribed as a specialist for a certain period, 

established by regulation, and that a sequential renewed subscription only takes place if the 

specialist has been practicing regularly on the involved domain of the profession in a, with 
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that regulation established, time period, or will practice the profession under the with 

renewed subscription indicated educational conditions. 

2. If a regulation as referred to in paragraph 1 is applied, within that regulation: 

a. requirements can be placed in which the activities, as referred to in paragraph 1, need to 

be fulfilled for the appropriation of that paragraph; 

b. activities can be appointed, not necessarily in the domain of individual health care, that 

are alligned with activities within the involved domain of professional practice for 

application of paragraph 1; 

c. requirements can also be made for participation in expertise improving activities during 

the in paragraph 1 referred to period of activity. 

3. A regulation as referred to in paragraph 1 offers to a person for whom subscription is not 

renewed as a specialist for not meeting the requirements, the possibility to be subscribed 

again as a specialists as soon as the requirements are met by receiving training that is 

appropriate for the knowledge and skill level of the person involved. 

4. In cases article 14 paragraph 1 is appropriate, the professional organization is deemed to 

notify Our Minister for every subscription to or striking from the register. For every 

subscription to and striking from the register, a dated notification is placed in the register. If 

a subscription is striken from the register on the ground of a regulation as referred to in 

paragraph 1, the tasks as referred to in the first and second sentence, respectively note, solely 

take place if the involved person is not subscribed again as a specialist within four weeks. 

5. Without prejudice to what applies to the subscribed, as referred to article 12, paragraph 2, to 

anyone who so desires is notified if the involved person is registered.  

6. Striking from the register or suspension of a subscription in the register brings with it, by law, 

that the subscription of the involved as specialist is expired, respectively is suspended 

accordingly. Of every striking from the register or suspension of subscription in the register 

is given notification to the involved organization. 

Article 16 

If no acknowledged specialist register exists in a certain domain of profession as referred to in 

article 3, and such is necessary according to binding decisions of the European Community, or 

promotion of good practice of individual health care is desired, rules can be established by 

general decree of governance. Article 15 applies to a specialist register that is installed in such a 

manner. 

Article 17 
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1. The right to claim a specialist title is reserved to those that are subscribed in the involved 

acknowledged specialist register. 

2. It is forbidden for a person to claim a specialist title acknowledged by this law, when he has 

no right to claim the title on the ground of paragraph 1. 

 

Chapter III. Provisions with regard to the professions 

This will be described in the next year of this project, if requested. 
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