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第1章
オランダにおける公的医療保険制度改革と
日本の医療制度改革
大森正博
（お茶の水女子大学）

I

はじめに 1

我が国の公的医療保険制度は社会経済環境の変化の中で改革を迫られている様に思われる。
我が国は、1961 年に国民皆保険を実現し、世界に冠たる長寿国となったが、それを支えてき
た公的医療保険制度は大きな岐路に立たされている。着実に進行している高齢化は、国民健康
保険への加入者を増加させ、2008 年には後期高齢者医療制度を導入する契機となったが、高
齢者に対する医療制度のあり方について、引き続き模索が続いているのが実情である。また、
我が国の公的医療保険は、制度整備の歴史的経緯も相まって、職業、年齢等により保険者が分
立しており、増加しつつある非正規雇用の人々の多くは企業、組織で働いているにもかかわら
ず、その多くが国民健康保険に加入しているのが実情である。また、景気の低迷、低い経済成
長もあって、国民健康保険の未加入者が増加してきており、国民皆保険が有名無実のものにな
る危険性をはらんでいる。
本稿では、我が国と同様に高齢化が進み、パートタイム労働など非正規雇用の割合が我が国
よりも高いオランダを取り上げて、公的医療保険制度の被保険者の適用状況について検討を行
い、我が国の医療制度改革への示唆について考える。最初に、第 II 節では、オランダの公的
医療保険制度の被保険者の条件について検討する。そして、第 III 節では、公的医療保険制度
の被保険者になることを実質化するための保険料水準等の条件について、必要に応じて、公的
医療保険制度の仕組みを見ながら、考察を行う。第 IV 節では、結語が述べられる。

II

オランダの公的医療保険制度の状況

オランダの公的医療保険制度は、1 年を超える入院サービス等の医療サービスが、介護保険
制度でカバーされることから、公的医療保険制度という場合に、医療・介護を含めることが多
い。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、1 年以上の入院医療、介護等、治療、療養に比較的長期間を必要とする疾患、症状を中
心としてカバーす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す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, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ）
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, Zorgverzekeringswet, ZVW）
を根拠としている。
“Compartment 3”
は、公的保険でカバー
1

本稿は、大森（2012）に多くを負っている。
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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。我が国の医療・介護制度
に照らしてみると、公的介護保険にあたる部分が
“Compartment 2”であり、健康保険にあた
る部分が、
“Compartment 2”であり、自由診療に該当するのが
“Compartment 3”である。しか
し、それぞれ、カバーするサービスの相違があることから、オランダのそれぞれの制度でカ
バーされているサービスと日本のそれは一致していないことは注意を要する。

II ー 1 公的医療保険制度の被保険者の状況
本小節では、公的医療保険制度の被保険者の被保険者の状況について、説明をしよう。
“Compartment 1”と
“Compartment 2”では、国民皆保険が実現しており、加入条件もほ
ぼ同一である。両者とも、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。
加入は、個人単位であり、年齢にかかわらず、生まれた時から亡くなるまで加入義務があ
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。後者の軍人は、軍隊の準備する軍隊医療サービス
（Military Health Care Service,
“Compartment 1”
、
Militair Geneeskundige Dienst）を受診することになる。2 一方、前者は、
“Compartment 2”について所得比例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
（Health
することになる。3 “Compartment 2”については、この所得税収は、健康保険審議会
Insurance Board, College voor zorgverzekeringen, 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費用の支払いを行う。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。一方、
“Compartment 1”については、これらの人々は、
“Compartment 1”のサービスを受ける必要が
ある時には、サービスを受ける権利を持っているという扱いになる。
“Compartment 1”も
“Compartment 2”も職業、年齢、性別、所得等の社会経済的属性にか
かわらず、同じ保険に加入する制度になっており、我が国とは異なり、公的医療保険の一元化
が進んでいる。
それに対して、
“Compartment 2”にあたる我が国の公的医療保険制度は、非被用者は国民健
康保険、被用者は、その勤務先の属性により、協会けんぽ、組合健保、船員保険、各種共済等
の被用者保険に加入するというように制度が分立している。
“Compartment 3”は、自由診療にあたるものであり、保険者は、保険料、給付内容等、保
険商品の内容を自由に設定することができ、人々が加入するかしないかは、任意である。日本
でも公的医療保険でカバーされない自由診療の部分があることは共通している。ただし、異な
る点は、日本の自由診療の場合、保険者は営利の生命保険会社等であるが、オランダの自由診
療の部分の保険者は、多くを
“Compartment 2”
の保険者である
“Care Insurer”
が提供している
ことである。
また、日本のオランダと比較した特徴は、75 歳以上の人々を別の医療保険制度である
「後期
高齢者医療制度」
でカバーするようにした点である。｢後期高齢者医療制度｣ は、一定の考え方
の下で制定された制度であるが、制度の一元化という観点だけから見ると、逆行する改革で
2
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後述するように、
“Compartment 2”では、被保険者は所得比例保険料（Percentage Contribution）と定額

保険料（Nominal Contribution）を納めなければならないことに注意。
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あった。
ところで、オランダでは、
“Compartment 1”について、制度が施行された 1968 年から国民
が同一の保険に強制加入という形態ができていたが、
“Compartment 2”は少し事情が異なる。
制度の一元化は、様々な理由でなかなか実現が難しい。例えば、保険財政が黒字の保険者と赤
字の保険者が併存する下では、保険財政の状況の良い保険者は、採算の改善の見通しが立たな
ければ、赤字の保険者との合併を好まないであろう。オランダの
“Compartment 2”において、
どの様に保険の一元化が進んでいったのか、以下では、その経緯について見ていこう。

II ー 2 “Compartment 2”における公的医療保険制度の一元化
“Compartment 2”は、1966 年に健康保険法
（Health Insurance Act, Ziekenfondswet, ZFW）
の施行（公布は 1964 年）により成立したが、当時は、一定所得以下の被用者が健康保険に加入
し、被用者で一定所得以上の者、自営業者、退職者、高齢者は、健康保険と同様の給付内容を
含み、政府によって保険料等が国によって規制された私的医療保険に任意で加入していた。そ
して、被用者、自営業者、退職者、高齢者は、これらの公的医療保険のカバーから外れた自
由診療にあたるサービスをカバーする私的医療保険にも任意で加入していた。しかし、病気
のリスクの高い高齢者、退職者等が加入する公的に規制された私的医療保険の保険者の財政
状況が不安定になったことから、政府は、1986 の医療保険制度改革の中で、被用者、自営業
者の中で、所得が一定水準以下の人々が健康保険法
（Health Insurance Act, Ziekenfondswet,
ZFW）により、健康保険に加入し、被用者、自営業者の中で所得が一定水準を超える人々
は、医療保険アクセス法 1986（the Medical Insurance Access Act, Wet op de Toegang tot
Ziektekostenverzekeringen, WTZ）
（Bulletin of Acts, Orders and Decrees 1986, 123）に よ っ
て規定された私的医療保険
（Private Health Insurance）に加入し、公務員は、公務員保険（the
Public Servants’Medical Expenses Scheme, Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel,
ZVO）に加入することとした。従来、公的に規制された私的医療保険でカバーされていた人々
の中で、一定所得水準以下の自営業者、企業等からの退職高齢者等、病気のリスクの高い人々
を健康保険
（ZFW）
でカバーすることにしたのが特徴的である。
この時、保険者間の財政調整のために 2 つの立法を同時に行っていることも注目に値する。
第一に、高齢者医療保険受給のための共同基金法
（the Act on the Joint Funding of Elderly
Sickness Fund Beneficiaries ,Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere
Ziekenfondsverzekerden, MOOZ）である。私的医療保険に加入している人々が、リスクの比
較的高い人々を多く被保険者で抱えるようになった健康保険
（ZFW）の財政を援助するために
MOOZ 割り当て保険料
（MOOZ apportionment contribution）
を負担することが制度の趣旨であ
る。4 第二に、医療保険アクセス法 1986 である。医療保険アクセス法 1986 の趣旨は、健康保
険のカバーの対象にならない人々が、健康保険と同等の給付と適当な保険料負担を内容とする
保険商品を私的医療保険の中で購入できる様にするための制度的措置である。5 医療保険アク
セス法は、制度の趣旨を継続しながら 1998 年に改正された。
こうした経緯を経て、2006 年の医療保険制度改革により、
“Compartment 2”の一元化が実現
4
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したのである。
しかし、ここで留意しておきたいことは、公的医療保険制度の一元化はもう少し早い段階か
ら構想されていたということである。その構想は古く、1987 年に政府の白書
“Willingness to
change”にまとめられたデッカー・プラン（Plan-Dekker）では、
「規制された競争」を公的医療保
険制度に導入することを構想していたが、その中で、
“Compartment 2”がカバーする短期医療
サービスのみならず、
“Compartment 1”のカバーする長期療養、介護サービスまで含んだ公的
医療保険制度の統合が構想されていた。デッカー・プランは、そのままでは実現しなかったが、
後述するように、今日、
“Compartment 2”において、デッカー・プランの構想した
「規制され
た競争」の導入が推し進められている。
“Compartment 2”における保険の一元化は、
「規制され
た競争」の推進を念頭に置いて行われてきたことに留意が必要である。

III

公的医療保険制度の内容

国民皆保険、公的医療保険の一元化が実現しても、サービス給付の内容、保険料等の条
件が厳しすぎれば、未加入者等が出て、その意味が薄れてしまう。また、任意加入である
“Compartment 3”については、カバーされているサービスに、被保険者にとって重要なサー
ビスが含まれている場合には、任意加入であることの是非が問題になり、被保険者が加入
を希望する場合、加入可能かどうかが重要になってくる。以下では、これらの点を考慮に
入れて、日本の制度との比較検討を適宜行いながら、
“Compartment 2”
“Compartment 1”
、
、
“Compartment 3”
の制度の仕組みを見ながら、検討していく。

III ー 1 “Compartment 2”の制度の概要
最初に“Compartment 2”の制度の概要を見ていこう。
“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。2006 年の医療保険制度改革により、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。これらは、具体的には、相互会社
（Mutual）
、公的有限会社
（Public Limited Company）
6
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
である。

定機関である営利企業である。
“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。
“Compartment 2”の市場は、27 の
“Care Insurer”が 11 のグループ会社に分かれている。7 日
本では、保険者は、非営利組織であることから考えて、オランダのケースは注目に値する。
“Compartment 2”の特徴の一つは、被保険者が加入する保険者を選ぶことができることに
ある。職業、年齢、性別等に関わらず、保険者を選ぶことができ、原則 1 年に 1 回、保険者を
代える自由がある。日本では、被保険者は職業、勤め先等社会的身分によって加入できる保険
は決まっており、オランダの場合と対照的である。
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
6
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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。また現物給付の保険商品、
費用償還方式の保険商品、両者をミックスした保険商品といった形で多少の製品差別化は出来
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。日本の場合は、被保険者の社会的身分に
よって公的医療保険のいずれかの保険の被保険者になるので、リスク・セレクションは生じに
くい。
保険によってカバーされるサービス内容は、健康保険審議会の勧告に基づいて国が決定して
おり、
“Compartment 2”の保険商品についてカバーされるサービス内容は同一である。この点
は、日本も同様である。
一方、保険料負担はどうであろうか。
（ 表 1）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 4 つの財源から成っている。
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）

日本では､ 詳細な違いを除けば、②、③、④は存在しているが、②は採用されていない。
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。
自己負担については、免責控除制度についても触れておかなければならない。免責控除制度
は、2008 年から導入された強制控除制度
（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控除制度
（Voluntary Excess）
があり、その金額以内の医療費は
自己負担とする。前者については、2009 年には 155 ユーロ、2010 年には 165 ユーロ、2011 年
には 170 ユーロ、2012 年には 220 ユーロに金額が設定されているが、GP サービス、助産師サー
8
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。 自

己負担による受診抑制が問題になるサービスを除く配慮がされているが、事実上、患者の自己
負担を増加させる政策であると解釈することができよう。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、
9
これは、被保険者が保険者が最適と考
COPD 等に対する予防サービスを受けた場合である。

8

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。
9

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。

7

える医療を受診することを促進し、予防行動を十分にとるインセンティブを持つことを目的と
する措置であると考えられる。
一方、任意の控除制度は、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 220
ユーロ（2012 年）
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。より
高い控除額を選択する程、定額保険料のより大幅な割引を受けることができる。10
免責控除制度、任意の控除制度も日本では導入されていない。
②の所得比例保険料は、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。2012
年の保険料率は、被用者は 7.1％で、被用者でない人々は 5.0％である。保険料が課される所得
には上限があり、50064 ユーロ／年である。
（表 2）は、身分による所得比例保険料率を示している。所得比例保険料については、被用者
と自営業者の区分のみならず、被保険者の属性によって料率が細かく設定され、応能負担的要
素が導入されているように思われる。社会的身分によって保険料が異なる点は、区分の仕方は
異なるものの、日本も共通している。
また、所得比例保険料には、助成措置がある。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しなければならない。日本で
は、被用者については、原則労使折半であることと対照的である。なお、自営業者、退職者に
ついては、使用者が保険料の一部を負担する、この措置は適用されない。また、18 歳未満の
子どもは親、保護者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。被保険者
の身分によって、保険料負担を勘案する措置が執られていることが特徴的である。
上記の③にあるように、国は“Compartment 2”に対して、補助金を投入するが、いくつか
の根拠が存在する。第一に 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
は投入される。オランダの
“Compartment 2”における補助金は補助金を与える原則が明確に
なっていることが特徴的である。
①の定額保険料は、各保険者が 18 歳以上の被保険者に対して課す。
（表 1）を見ると分かるよ
うに、定額保険料は、Compartment 2 の収入の約 37.5％を占めており、保険財政の中で重要
な位置づけがされている。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, Wet op de zorgtoeslag, Wzt）
が準備されて
いる。具体的には、一定所得以下の被保険者に対して、国から定額保険料について補助金を
11, 12
定額保険料は「規制された競争」の中で Care Insurer によって異なることに注意を
与える。

要する。したがって、被保険者は選ぶ Care Insurer によって、支払う定額保険料が異なるの
である。どうして、Care Insurer によって課す定額保険料が異なるのかを理解するためには、
“Compartment 2”に導入されている
「規制された競争」の実態、Care Insurer の収入支出に関
する仕組みを理解する必要がある。
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

Ministry of Health, Welfare and Sports（2005）P. 41-48。実施は国税庁（Tax Office）が行う

12

所得制限は課税前所得で決まっており、2012 年で 18 歳以上の独身者で年収 35059 ユーロ、18 歳以上のカッ

プルで年収 51691 ユーロである。
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表1

Compartment 2 の収入
2008

2009

2010

2011

所得比例保険料

16917.6

16651.5

17381.9

19665.9

51.6%

定額保険料

12454.5

12258.9

12811.1

14291.8

37.5%

政府補助金

2072

2080.7

2132.6

2318.5

6.1%

1322.5

1372.2

1446.6

1497.5

3.9%

88.4

96.7

119.1

112.1

0.3%

1.7

151.9

221.9

0.6%

強制控除
contribution agreement
recipients
未払い者の支払い

―

割合

国際的解決

3.1

4.8

6.7

6.7

0.0%

良心的保険未加入者

0.6

2.3

3.3

4

0.0%

32858.7

32468.8

34053.2

38118.3

100.0%

合計
単位：100 万ユーロ
出典：CVZ

所得比例保険料、政府補助金は、一度、一般基金
（General Fund, AK（Algemene Kas））
13
この基金に集められた資金を、マクロ医療予算
（The Macro Health Care
に集められる。

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
（Riskadjusted Capitation Payment）の形で予算が与えられるが、リスク調整指標
（Risk adjuster）と
しては、年齢・性別、所得の性質
（社会保険給付、給与、自営業所得など）
と社会経済状況、居
住地域、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）
、罹患のリスクなど 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の方が上回ると考えられる
ときには、Care insurer は、被保険者に対して定額保険料を科す。
（ 表 3）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
14
被保険者は、各保険会社の定額保険料、サービス内容を見て、原則、1 年
ることが分かる。

に 1 回、加入する保険会社を代えることができる。このことが保険会社間のサービス内容の改
善努力、一定の品質の下で定額保険料を下げるための費用効率化のためのサービス供給者との
契約の改善努力を促進し、より効率的な医療サービスの需給制度が構築されるというのが、
「規
制された競争
（Regulated Competition）
」
の考え方である。
ところで、事前的な予算方式は完全ではないために、保険者の予算については、事後的な調

13

所得比例保険料は、
“Compartment 2”の基礎的保険（Statutory Basic Insurance）にかかる費用の約 50％

を集められるように設定される。
14

CVZ（College voor zorgverzekeringen）の website による。
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表 2 “Compartment 2”（ZVW）の身分による所得比例保険料率
身分
2006年1月1日以降に離婚
扶養を受け取った人々
2005 年に離婚扶養を受け
取った人々
一 般 老 齢 年 金 制 度
（AOW）の受給者
65 歳未満で労働及び社会
的扶助制度（WWB）の受
給者
65 歳の労働及び社会的扶
助制度（WWB）の受給者

2012

2010

2009

2008

2007

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.40%

無し

0%

0%

0%

0%

0%

0%

無し

7.10%

7.75%

7.05%

6.90%

7.20%

6.50%

無し

7.10%

7.75%

7.05%

6.90%

7.20%

6.50%

有り

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.40%

無し

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.40%

無し

N*

N*

N*

N*

N*

N*

yes **

7.10%

7.75%

7.05%

6.90%

7.20%

6.50%

有り

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.40%

無し

フリーランサー
良心的保険加入拒否者
被 用 者（Payroll tax 支 払
者）
使用者からの保険料補助
なしで雇用により外国か
ら支払いを受けている
人々
軍人

N

一般遺族年金制度（ANW）
の給付を受けている遺族
一 般 遺 族 年 金 制 度
（ANW）給 付 に 加 え て 遺
族年金受給者

使用者の
負担

2011

N

N

N

N

N

無し

7.10%

7.75%

7.05%

6.90%

7.20%

6.50%

有り

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.40%

無し

企業家

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.40%

無し

年金受給者

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.40%

無し

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.40%

無し

7.10%

7.75%

7.05%

6.90%

7.20%

6.50%

有り

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.40%

無し

5%

5.65%

4.95%

4.80%

5.10%

4.4,%

無し

7.10%

7.75%

7.05%

6.90%

7.20%

6.50%

有り

7.10%

7.75%

7.05%

6.90%

7.20%

6.50%

有り

0%

0%

0%

0%

0%

2006年1月1日以降の早期
退職給付受給者
2005年の被保険者であり
2006年1月1日より前に早
期退職給付受給を開始し
た受給者
2005 年に被保険者ではな
く、2006年1月1日 以 前 に
早期退職給付受給を開始
した受給者
職業障がい保険の受給者
被用者を対象とする障害
者 保 険 制 度（WAO）の 受
給者 / 労働と障がい制度
（WIA）の受給者
失業保険制度（WW）受給
者 WW'er
船員

5% or 5.65% or 4.95% or 4.8% or 5.1% or
7.1%
7.75%
7.05%
6.9%
7.2%
出典：オランダ国税庁（Belastingdienst）
取締役ないし大株主

10

2006年は
0% 有り。それ
以降は無し
6.50%

無し

表3

定額保険料（2010 年）
Care Insurer

単位：ユーロ

Care Insurer

定額保険料（年）

定額保険料（年）

Anderzorg

996

Stad Holland

1110

Univé Zekur

960

Avéro Achmea

1177

CZ Direct

1032

De Friesland

1151

TakeCareNow (Agis)

1053

VGZ

1132

FBTO Internetverzekering

1053

Menzis

1137

Salland

1161

Azivo

1149

OHRA

1074

Trias

1151

CZ

1125

ONVZ

1152

AGIS/Pro Life

1146

Delta Lloyd

1182

DSW

1080

Univé

1167

FBTO

1146

PNO

1176

Zorg & Zekerheid

1173

IZA

1167

Zilveren Kruis Achmea

1158

De Goudse

1199

OZF Achmea

1173

Amersfoortse

1211

出典：CVZ

整が行われることに注目したい。第一に、高額療養費調整制度
（Hogekostencompensatie）であ
る。医療費が一定の金額を超える被保険者の医療費については、一定の金額を超えた部分の
90％が償還される。15
第二に、領域措置
（Bandbreedteregeiling）である。保険者は、かかった医療費の平均が、国
の平均を上回った場合には上回った分の 90％の補助が与えられ、逆に国の平均を下回った場
合には、下回った分の 90％を返還しなければならない。
第三に保険者の総費用の事後的調整
（Macronacalculatie）である。保険者の事前に予想され
る医療費と実際にかかった医療費に差異がある場合に、保険者間で調整を行う。予想医療費が
実際の医療費を下回っている場合には補助が与えられ、逆に上回っている場合には返還が保険
者に求められる。
定額保険料は、オランダの
「規制された競争」
の実施と密接な関わりがあるが、日本では、
「規
制された競争」は導入されておらず、導入の是非に関する議論さえ行われていない野が実情で
ある。
ここで、
“Compartment 2”において、保険の一元化、国民皆保険を実質化するために執られ
ている措置と問題点についてまとめておこう。
“Compartment 2”においては、国が保険でカバーされる医療サービスの種類について決
めている。保険料負担については、所得比例保険料は、被保険者の状況を踏まえて、減免措
置が執られ、定額保険料については、18 歳未満の者については無料という配慮はされ、所
得に応じた定額保険料に対する補助はなされているが、被保険者の選択する保険会社によっ
て、定額保険料が決まるという形で、被保険者が自らの責任で選択しなければならない。ま
15

2010 年では 25000 ユーロである。
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た、保険商品を費用償還方式の商品にするか、現物給付方式の商品にするかによって、費用
負担のあり方、保険商品の内容に影響がある様になっている。所得、身分による保険の内容
の差異はないが、被保険者が選択に必要な情報、知識を持っているかどうかが被保険者の状
況に影響を与える仕組みになっている。これに対して、オランダでは、被保険者に選択のた
めの情報を頒布する活動が営々と行われている。国立公衆衛生環境院
（The National Institute
for Public Health and the Environment）は、医療サービス供給者、保険会社選択のための
情報をウェブサイト（http://www.kiesbieter.nl）において公刊する等の取り組みを行ってい
る。 ま た、 医 療 処 置 合 意 法
（the Medical Treatment Agreement Act, Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst, WGBO）により医療サービス提供者の患者に対するインフォームドコ
ンセントを促進する等の患者への医療情報の提供の努力が行われていることも注目に値する。

III ー 2 “Compartment 1”の制度の概要
16
次に、
“Compartment 1”
、特別医療費保険の制度について見ていこう。
日本において、特

別医療費保険と同様に介護、長期療養サービスをカバーしているのは、公的介護保険である。
本小節では、日本との公的介護保険との対比も試みながら筆を進めていきたい。
特別医療費保険の保険者は国である。ただし、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
17
日本の公的介護保険は、保険者も施行者も市町村であることから見て対
業務を行っている。

照的である。
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。サービス内容は言うまでも無く、特別医療費保険の被保険者に
差別無く適用される。特別医療費保険の日本の公的介護保険と異なる点は、1 年を超える入院
サービス等の長期医療にあたるサービスが含まれている点である。もっともオランダの病院が
急性期医療中心であり、平均在院日数も日本と比較して短いことから考えると、実態としては
大きな差異は無い可能性もある。
次に保険料等の負担について検討してみよう。そのためには、特別医療費保険の財政状況を
見ておく必要がある。
（表 4）
は、2008 年から 2011 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。
2011 年の特別医療費保険の収入の 67.6％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％（2012 年）である。ただし、保険料が課され
る所得には上限がある。18 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
16

“Compartment 2”の制度の詳細については、大森（2011）を参照。

17

圏域（Region）とは、オランダの医療・介護行政上の区分である。

18

特別医療費保険の保険料が課される所得の上限は被保険者の生年月日によって異なる。生年月日が 1945 年

12 月 31 日以前の者は 34055 ユーロ / 年
（2012 年）であり、1946 年 1 月 1 日以降の者は、33863 ユーロ / 年（2012
年）である。
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表4

AWBZ の収入

単位：100 万ユーロ

2008

2009

2010

2011

保険料

14213.7

13555.2

15190.4

14585.3

政府補助金

4774.3

4896.4

4891.6

5248.3

利用者の一部負担

1580.2

1581.9

1639.4

1719.8

人工中絶診療所への補助金

11.5

11.6

14.1

12.1

国際決済 *

5.2

4.6

4.3

5.8

その他の収入

15.7

25.8

17.6

12.6

20600.6

20075.5

21757.4

21583.9

2008

2009

2010

2011

保険料

69.0%

67.5%

69.8%

67.6%

政府補助金

23.2%

24.4%

22.5%

24.3%

利用者の一部負担

7.7%

7.9%

7.5%

8.0%

人工中絶診療所への補助金

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

国際決済 *

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

合計

* 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

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、国税庁
（Tax Office）へ納付する。自営業者等、被用者でない者は国税庁へ直接納付す
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。19
また、利用者による一部負担が特別医療費保険の収入の 8.0％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。
一部負担は、施設サービスと施設外サービスで異なる。20 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
19

Wilemijn Schafer et al.（2010）P. 76 を参照。

20

Esther Mot, Ali Aouragh,Marieke Groot and Hein Mannaerts（2010）pp. 28-29 を参照。
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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。
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
21
日本の公的介護保険では、保険
一部負担について応能負担の度合いが大きいと考えられる。

料は特別医療費保険と同様に所得比例であるが、自己負担については所得とは関係なく決めら
れている。
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
源とする政府補助金が毎年、約 45-48 億ユーロ拠出されており、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。しかし、日本の公的介護保険の
政府補助金への異存に比較すると軽度であることが注目される。逆に言えば、特別医療費保険
の方が、所得比例保険料に依存する割合が高い。所得比例保険料と租税を財源とする政府補助
金のどちらが再分配効果が強いかは､ 詳細な検討を要するが、所得分配の方法として対照的で
ある。
ここで、
“Compartment 1”において、保険の一元化、国民皆保険を実質化するために執られ
ている措置と問題点についてまとめておこう。
“Compartment 1”では、保険料は、所得比例保険料のみで、保険料賦課対象の所得が年齢
によって多少の差異がある以外は同じ条件であり、カバーされるサービスも国によって規制さ
れており、被保険者の身分による保険商品の差異はない。また、一部負担は所得等の経済的状
況によって、応能負担の考え方が導入されている。

III ー 3 “Compartment 3”の制度の概要
“Compartment 3”は、
“Compartment 1”
“Compartment 2”でカバーできなかったサービス
、
をカバーしている。対象となるサービスは、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り、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。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

21

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。
22

Wilemijn Schafer et al.（2010）P. 71.
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2”の基礎保険に加入している被保険者の加入を医療上のリスクによって拒否することもでき
る。しかし、オランダの被保険者の 91％が、
“Compartment 3”の私的医療保険の商品を購入し
ている。
“Compartment 3”は、完全な任意加入であり、被保険者の属性によって加入を拒否される
こともある。
“Compartment 3”でカバーされているサービス内容は、22 歳以上の歯科治療など
我が国では強制加入の健康保険でカバーされているサービスも含まれていることに注意が必要
である。
日本と比較すると、医療・介護サービスの提供において、自由診療が果たしている割合は、
オランダの方が遙かに大きい。22 歳以上の歯科治療のように、日本では強制加入の保険でカ
バーされているサービスが、オランダでは自由診療の
“Compartment 3”でカバーされている
ことは象徴的であり、その政策評価が注目される。

IV

結論

本稿では、オランダの公的医療保険制度の被保険者の適用状況を中心に近年のオランダの公
的医療保険制度の状況について、日本との比較も念頭に検討を行った。オランダの公的医療保
険制度は、長期療養・介護サービスをカバーする
“Compartment 1”
、特別医療費保険、短期
医療をカバーする
“Compartment 2”
、健康保険の両者において、居住者およびオランダで雇
用され、給与税
（payroll tax）を納めている者が強制加入するという形で国民皆保険が実現して
いる。かつ、両者において、身分等にかかわらず同一の保険に加入するといういわゆる保険の
一元化が実現している。この点は、日本とは対照的である。
“Compartment 1”は、特別医療費
保険の制度設立時から国民皆保険、保険の一元化が実現しているのに対し、
“Compartment 2”
は、2006 年に国民皆保険、保険の一元化が実現した。その背景には、
“Compartment 2”におい
て推し進められている
「規制された競争」
の導入があることに留意するべきである。一方、日本
では、保険の一元化は叫ばれているが、まだ遙か改革の途上にある。
一方、“Compartment 3”
、私的医療保険は、任意加入であるが、
“Compartment 2”の被保
険者の 90％以上が加入を実現できている。
“Compartment 3”
、自由診療のサービスは、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サービスとされているが、22
歳以上の歯科治療など我が国では強制加入の健康保険でカバーされているサービスも含まれて
いることは検討に値する。
“Compartment 2”においては、所得比例保険料について、保険料が付加される所得の上限
を設け、身分によって減免措置が執られ、定額保険料については、所得によって減免措置が執
られるなど、国民皆保険を実質化するための配慮がなされている。しかし、この様な取り組み
にもかかわらず、
“Compartment 2”の未加入者は、2008 年で 171000 名とオランダの人口の約
23
さらに、保険未加入者以外に、保険料を 6 か月以上支
1％を占めているという現実もある。

払っていない者が 210000 人おり、国民皆保険の実質化は、オランダにおいても無視できない
24
重要な課題になっているといえよう。

23

未加入者は、未加入期間中の定額保険料を割り増しで支払わなければならない等の罰則がある。

24

Wilemijn Schafer et al.（2010）P. 67 を参照。
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“Compartment 1”については、保険料の賦課される所得の上限がもうけられ、一部負担に
ついても応能負担が採用されるなど国民皆保険の実質化がはかられている。
この様にオランダの公的医療保険制度では、保険の一元化、国民皆保険が実現しているが、
“Compartment 2”において推進されている
「規制された競争」によって、被保険者が適切な保
険診療を受けるためには、よりよい保険商品を提供する保険者を選択するための情報、知識を
得る必要が出てきており、国民皆保険の実質化のために、被保険者への保険に関する情報提供
が求められ、かつ被保険者も保険者選択のため医学的知識・情報の収集に努力しなければなら
ないという新しい局面を迎えていると思われ、日本の制度改革を考える上で参考になると考え
られる。
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第2章
オランダの医療・介護費

（注１）

府川哲夫
（福祉未来研究所）

1

医療・介護分野におけるオランダと日本の基礎的事項の比較
・オランダ 415 市、日本 1,742 市町村
・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%）
。
今後の総人口の動向は、日本では大幅減少、オランダでは微増。2050 年における高齢
化率は、オランダの 26% に対して日本は 39%。
・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。
・オランダの医療費：2011 年で 519.3 億ユーロ、GDP の 8.7%
（OECD Health Data では 12.0%、うち GDP の 3.5% が介護費）
・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（障害高齢者を除く）
：2011 年で 163.9 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。一方で、LTC や social support においては、国民は公的制
度（AWBZ や WMO）
に頼る度合が高く、これが国の財政を圧迫している。

2

オランダの ZVW・AWBZ・WMO の概要：制度・財政・改革の方向

（1）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（注 2）。年間の医療費が免責額までの場合は、医療費の全額を患者が
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。この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。
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表 1 は ZVW の収入・支出を示したものである。2011 年の医療費 519.3 億ユーロのうち
ZVW の支出 374.6 億ユーロは 72% に相当する。2011 年の ZVW の収入 381.2 億ユーロにおけ
る各財源の構成比は、所得比例保険料 51.6%、定額保険料 37.5%、政府拠出 6.1%、免責額（強
制＋任意：患者負担）3.9% である。
2015 年に在宅の nursing care は AWBZ から ZVW に移管される。その理由は nursing care
が LTC や social support 部門より治療部門にふさわしいからである。
（2）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。ケア認定は
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。2008 年から IADL に関するサポート
（domiciliary care）は AWBZ から切り離
されて WMO に移管された。また、2009 年には軽い要介護の人には counseling が給付されな
くなった。2013 年以降は全ての医療保険会社が care office 機能を果たすことになり、何年か
後に care office 制は廃止される（これによって ZVW と AWBZ の間のサービス利用者情報の
共有がより容易になる）
。2013 年の新規認定者から軽度
（ZZP レベル 1 又は 2）の施設介護受給

表1

ZVW の収支

所得比例保険料
定額保険料
政府拠出
収 入
免責額（強制＋任意）
その他
合計
specialists
pharmaceutical
mental health
G.P.
medical divices
dentistry
paramedical
支 出 transpot
maternity care
cross-border care
obstetric care
other formes of care
primary care support
other expenses
合計
被保険者数（千人）

（単位：100 万ユーロ）

2008
16,917.6
12,454.5
2,072.0
1,322.5
92.1
32,858.7
15,952.7
5,063.2
5,043.20
2056.8
1279.2
680
593.3
543.7
267.2
220.2
142.3
86.9
22.4
1516.5
33,467.6
16,371.6

2009
16,651.5
12,258.9
2,080.7
1,372.2
105.5
32,468.8
18,006.5
5,078.7
3,866.7
2,134.6
1,320.8
727.3
674.4
563.6
268.8
268.9
160.0
147.3
24.2
1,135.4
34,377.2
16,445.0

2010
17,381.9
12,811.1
2,132.6
1,446.6
281.0
34,053.2
19,062.9
5,206.3
3,839.9
2,162.5
1,405.7
769.8
745.3
591.1
279.3
293.2
174.0
247.9
25.8
1,416.8
36,220.6
16,439.5

2011
19,665.9
14,291.8
2,318.5
1,497.5
344.7
38,118.4
19,051.5
5,237.6
4,434.3
2,359.4
1,451.0
713.6
774.5
606.7
291.6
331.3
189.7
336.4
26.0
1,659.9
37,463.4
16,615.2

Source: CVZ（2013.1.7）
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者は在宅介護しか受けられなくなる。また、リハビリテーションは ZVW に移管される。さら
に、2014 ～ 2015 年にかけて ZZP レベル 3 と 4 に同様のルールが適用される。
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・ケア認定・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。なお、オランダのケア認定では家族や近隣・友人などによるインフォーマ
ル・ケアの存在が勘案されている。
表 2 は AWBZ の収入・支出を示したものである。2011 年の AWBZ の収入 215.8 億ユーロ
における各財源の構成比は、保険料 67.6%、政府拠出 24.3%、受給者の一部負担 8.0% である。
2011 年の AWBZ の支出 254.4 億ユーロの内訳をみると、personal & nursing care が 53.5%、
障害者ケアが 26.8%、個人勘定
（現金給付）が 8.8%、精神保健ケア 6.8%、等となっている。
AWBZ の支出の多くは高齢者向けであるが、受給者が非高齢者の障害者ケアや精神保健ケア、
並びに保育ケアは高齢者に対する給付ではない。
表 3 は高齢者（在宅・施設別）
に対する医療・介護サービスが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 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言えない。施設入所
者に対する AWBZ の給付パッケージの中には医療費に該当するものも含まれているが、その
額は大きくない（注 3）。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。2011 年における PGB の給付総額は 22 億ユーロであっ

表2

AWBZ の収支

保険料
政府拠出
収 入 受給者の一部負担
その他
合計
personal & nursing care
care for the handicapped
long-term mental health care
支 出 other forms of care
personal budget (PGB) subsidy
その他
合計
被保険者数（千人）
Source: CVZ (2013.1.7)
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（単位：100 万ユーロ）

2008
14,213.7
4,774.3
1,580.2
32.4
20,600.6
12,054.6
5,880.6
1,541.3
289.8
1,622.7
574.9
21,963.9
16,485.8

2009
13,555.2
4,896.4
1,581.9
42.0
20,075.5
12,552.0
6,428.9
1,594.4
272.2
1,918.0
588.9
23,354.4
16,575.0

2010
15,190.4
4,891.6
1,639.4
36.0
21,757.4
13,161.1
6,555.7
1,679.7
270.5
2,157.5
611.0
24,435.5
16,655.8

2011
14,585.3
5,248.3
1,719.8
30.5
21,583.9
13,617.9
6,824.7
1,719.6
305.2
2,243.7
728.8
25,439.9
16,737.0

表3

高齢者の在宅・施設別医療・介護給付の概念図
介護サービス

医療サービス

在

宅

ZVW
(a)

施

設

ZVW/AWBZ
(b)

(care home or nursing home)

現物給付

現金給付

AWBZ/WMO
(c)

AWBZ/WMO

AWBZ
(d)

注 1：2011 年における AWBZ の個人勘定 (PGB) の総額は € 22 億。
注 2：BZK によると AWBZ の現物給付対現金給付 (PGB) は 10 対 1。
注 3：WMO にも現物給付と現金給付 (PGB) がある。

た。WMO の給付額
（42 億ユーロ）
は AWBZ の給付額
（246 億ユーロ）
に比べればまだ小さいが、
AWBZ は効率性の向上、受給者の意向の重視、サービスの重点化、などが求められており、
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。
（3）WMO
WMO による給付は 2007 年から導入され、前述のように 2008 年から domiciliary care は
AWBZ から WMO に移管された。さらに、2015 年から domiciliary care は低所得者のみ利用
可能となる（2014 年には新規申請者のみに適用、2015 年には全受給者に適用）
。WMO による
給付は自治体の財政力の範囲内で提供されるもので、財政難を理由に給付が行われないことも
可能である（この点は AWBZ による給付と全く異なる）
。2011 年における WMO の給付総額
は 42 億ユーロで、その内訳は domiciliary care 17 億ユーロ、assistance to the handicapped 9
億ユーロ、social counseling & advice 7 億ユーロ、social & cultural work 7 億ユーロ、other
social support services 2 億ユーロである。利用者負担もあり、2011 年における WMO の利用
者負担総額は 3 億ユーロである。
2015 年には在宅の personal care と counseling は完全に WMO に移管される。この措置に
よって AWBZ の支出が 25% 削減されることが期待されている。
（4）Health care expenditure（保健費）
保健費は医療費と
（LTC ＋ social support）費の合計で、ZVW、AWBZ、政府支出などで
構成されている。2011 年の保健費は 897.1 億ユーロ
（GDP の 15.0%、以下同様）で、医療費は
519.3 億ユーロ
（8.7%）
、LTC ＋ social support 費は 346.3 億ユーロ
（5.8%）であった。医療費の
内訳では病院・専門医が 228.1 億ユーロ
（3.8%）で最も多く、薬剤費 64.2 億ユーロ
（1.1%）
、精
神保健 56.7 億ユーロ
（1.0%）と続いている。LTC ＋ social support 費の内訳では高齢者介護が
163.9 億ユーロ
（2.7%）
、障害者ケアが 82.9 億ユーロ
（1.4%）
、などであった。
表 4 は 2011 年における保健費（医療費＋ LTC 費＋ social support 費）の分野・財源別内訳で
ある。この表にはまだ整理されていない点が残されているが、医療、LTC、social support の
それぞれの分野において ZVW、AWBZ、政府支出
（WMO を含む）
、家計等
（サービス利用者
の負担など）がどんな役割を果たしているかを概観することができる。この表から次のような
ことがわかる。
・AWBZ は医療において大きな役割を果たしていない。
・医療費には比較的大きな家計負担がある。
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表4

分野・財源別保健費：2011 年

財源
ZVW
AWBZ
政府支出
家計等
合計

合計
36.4
25.1
13.1
15.0
89.7

医療
36.4
1.7
3.9
9.9
51.9

（単位：10 億ユーロ）

Long-term care (LTC) 及び social support (SS)
計
高齢者
LTC
SS
LTC
SS
－
－
22.9
0.5
16.4
3.8
5.4
1.7
0.3
28.4
6.2
（単位：% of GDP）

財源

合計

医療

Long-term care (LTC) 及び social support (SS)
計
高齢者
LTC
SS
LTC
SS

ZVW

6.1

6.1

AWBZ

4.2

0.3

－
3.8

－
0.1

政府支出

2.2

0.7

0.6

0.9

家計等

2.5

1.7

0.3

0.1

合計

15.0

8.7

4.8

1.0

2.7

注 1：WMO は政府支出の中に含まれている。
注 2：この表は CBS が作成したもので、CVZ の値（表 1、表 2）とやや異なる。
Source: Rolden and van der Waal, 2013

・LTC の財源の 8 割は AWBZ である。
・LTC と social support の大きさを比べると、前者が後者のおよそ 5 倍である。

3

オランダと日本の高齢者介護費比較

表 5 は LTC 関連の指標を国際比較したものである。65 歳の平均余命は日本の方が男で 1.5
年、女で 3.2 年オランダより長い。60 歳以上で認知症の人の割合は日本が 6.1%、オランダ
が 5.4% で、日本の方が少し高い。65 歳以上で LTC サービスを受けている人の割合は日本が
12.6%、オランダが 19.4% で、オランダが日本の 1.5 倍である。LTC サービス受給者の中で在
宅の割合は日本の 77% に対してオランダは 64% で、オランダの高齢者は日本の 2.4 倍の人が
施設サービスを受けていることになる。その背景には介護施設の整備状況の違いがあり、65
歳以上人口千人当たりの LTC ベッド数は日本の 37.4 に対してオランダは 68.5 である。従っ
て、オランダの高齢者にとって施設介護サービスは日本より 1.8 倍受けやすいということになる。
この表では LTC 費用の GDP 比が日本では 1.0%、オランダでは 3.8% となっている。しか
し、日本の 2011 年度における介護総費用は GDP の 1.6% で、その大部分が 65 歳以上に対す
る給付である。一方、オランダの高齢者に対する介護給付費は 2.7% ＋
（障害者に対するケア給
付 1.4% のうち 65 歳以上の者への給付）である。いずれにしても、オランダは高齢者介護のた
めに、日本の 2 倍以上の費用を使っているということになる。日本の高齢者介護費は今後も増
加を続け、いずれ GDP の 3% に達することが予想されるため、日本とオランダの差は次第に
縮小していくとみられる。
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表5

LTC 関連指標（2009 年）
フランス ドイツ
65 歳の平均余命（年）男
18.2
17.6
女
22.5
20.8
65－74
42.3
53.6
生活障害あり
75 +
66.0
75.3
認知症割合（60+）
6.5
5.8
LTC 受給割合（65+）うち
11.1
11.3
在宅の割合
62
69

（単位：%）

日本
18.9
24.0
－
－
6.1
12.6
77

オランダ スウェーデン イギリス アメリカ
17.4
18.0
18.1
17.3
20.8
21.0
20.8
20.0
38.9
22.2
35.4
－
56.8
34.0
46.9
－
5.4
6.3
6.1
6.2
19.4
17.6
－
6.5
64
68
－
51

informal care 提供者の
割合（50+）

10.7

11.0

－

11.4

8.0

15.2

－

65 歳以上人口千人当たり
LTC ベッド数

72.5

50.3

37.4

68.5

81.7

55.1

42.6

LTC 費用の GDP 比

1.8

1.0

1.0

3.8

3.7

－

0.6

出所：OECD Health Data 2011.

4

医療と介護の連携とまとめ

（1）日本の議論
日本では介護施設整備が不十分な中で、在宅介護の拡充によって施設介護を代替するアプ
ローチがとられている。その際、要介護者やその家族が介護施設入所に傾かないよう、夜間の
サービス提供などを含む充実した在宅介護サービスの展開が求められている。さらに、在宅要
介護者が安心して地域に住み続けるためには、医療サービスと介護サービスが包括的かつ適切
に提供されるシステムの構築が不可欠である。胃瘻や看取りの問題も近年では深刻になりつつ
あり、公的介護保険の適切な給付カタログの範囲に関して遠からず結論を出さなければならな
い状況である。
（2）オランダの議論・今後の方向
サービス受給者の情報を活用して医療・介護・福祉に亘る横断的なシステムの効率化を図る
試みはまだこれからである。ZVW には管理競争という効率化への incentive が働いているが、
AWBZ には効率化への incentive がない。給付カタログの拡大などにより AWBZ の費用が大
幅に増加したため、一転して AWBZ の給付カタログが縮小されてきている。サービス利用者
の賢明な選択によるシステムの効率化では不十分なため、さらに踏み込んで 1）サービス利用
者の責任をより強調して
（例えば、ホテル・コストの徴収、利用できるインフォーマル・ケア
の活用、など）フォーマル・ケアへの依存度を減らす、2）権利として受け取れる給付の範囲を
より厳格にする
（例えば、健康を維持するためのサービスは権利だが、ホテル・コストは自己
責任）、という方向性が示されている。その行き着く先は AWBZ の廃止も考えられる
（AWBZ
の給付のうち nursing care は ZVW に、social support は WMO に振り分ける）
。
（3）まとめ
オランダ人の平均寿命は日本人より 2 年半短い。65 歳の平均余命も日本人より同程度短い。
60 歳以上で認知症の人の割合は日本の方が少し高い。65 歳以上で LTC サービスを受けてい
る人の割合は日本が 12.6%、オランダが 19.4% と大きな差がある。特に施設サービスの面で、
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日本の高齢者はオランダの高齢者より不利な立場にある。
オランダはフランスやドイツより医師数も病床数も少ない。2011 年におけるオランダの医
療費、高齢者介護費はそれぞれ GDP の 8.7%、3% 台で日本より大きい。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。LTC は AWBZ（＋
政府支出、利用者負担：entitlement 給付）で、social support は専ら WMO（任意給付）でとい
う整理が進む中で、AWBZ の廃止
（ZVW と WMO への振り分け）という方向は、オランダ・
モデルの消滅いう含意の他に、日本の公的介護保険の持続可能性に対する大きな挑戦状でもある。
LTC 給付の中で対象を 65 歳以上に限定した
「高齢者介護費」の比較は、日本の制度に整合
的で分かりやすい。日本の高齢者介護費
（対 GDP 比）は 2012 年の 1.8% から 2050 年には 3.1%
に上昇すると推計されている
（厚労省、2012）
。一方、オランダの高齢者介護費
（対 GDP 比）は
2010 年の 2.7% から 2050 年には 5.8% に上昇する可能性もある
（Fukawa, 2013）
。OECD Health
Data 2012 で日本とオランダの“医療費”を比較すると、日本は高齢化が急速に進んでいるが、
“医療費”の上昇はゆるやかであった。一方、オランダはその正反対で、高齢化が緩やかに進ん
だにも関わらず“医療費”
は大幅に増加した。その最大の要因は
“医療費”
の中に含まれている介
護費の大幅な増加である。従って、保健費の持続可能性を図るために、オランダで高齢者介護
に中心的な枠割を果たしている AWBZ を廃止することがあっても、その増加のポテンシャル
を考えるとやむを得ないことかも知れない。
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。これらはオラン
ダ人の合理的な国民性に基づいた制度設計となっている。サービス利用者情報の活用がサービ
ス提供の効率化に必要であることは日本でもオランダでも変わらない。オランダで強調されて
いる「サービス利用者の選択によるシステムの効率化」
は明らかに日本にとっても重要である。
（注 1）

本章のオランダに関する記述は基本的に Rolden and van der Waal（2013）
に依拠している。

（注 2）

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、2013 年 350 ユーロと引き上げられている。なお、この制度は compulsory
excess とも言われている。
（注 3）

2011 年に AWBZ から long-term mental health care 費として支払われた医療費は 17 億

ユーロである
（Rolden and van der Waal, 2013）
。
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第3章
医療・介護連携のための情報の活用
磯部文雄
（城西国際大学）

第1節
1

オランダにおける医療・介護情報の活用状況

健康保険法（ZVW）、特別医療費保険法
（AWBZ）及び社会支援法
（WMO）の適用事業者そ
れぞれの内部での情報交換

①

健康保険法（ZVW）内部では、診療所の 99％が電子カルテを使用している
（日本 19％後
述）
。そしてそのカルテは、プライマリ・ケア国際分類を活用することで、情報の多くを
統一した形でコード化することに成功しており、家庭医
（GP）と専門医の間などでの情報
交換が極めてスムースだとされている。1）すなわち、診察理由、使用薬剤、受診歴、処置、
診断結果など標準化された情報を交換しており、かつ、
「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）
」に基づき、医療サービス提供者、保険会社及びケア判
定センター（CIZ）は、患者の市民サービス番号
（BSN）の使用により、保有する情報を交
換することが義務付けられている。
この結果、医療機関からケア判定センター（CIZ）や市町村への情報提供が下記のとお
り容易に行われている。また、家庭医が当番制で行っている時間外診療においても、複数
の家庭医が外来、訪問診療、電話相談をそれぞれ別に担当しながら、この統一された電子
カルテへのアクセスにより得られた患者情報を使って時間外診療を行っているとのことで
ある。

②

特別医療費保険法（AWBZ）内部では、特別医療ケア登録システム
（AZR）と呼ばれる

AWBZ ケアの介護事業者の間での情報共有の場
（プラットフォーム）がある。サービス提
供者としての国の許可を得ていれば、利用者の状況の情報にアクセスできるシステムであ
る。この中心は、ケアオフィスであり、ケア判定センター（CIZ）から在宅ケアの程度な
どの情報を得て、介護事業者に必要なケアの種類などをコード化してサービス提供の依頼
をしている。
③

社会支援法（WMO）内部では、標準化された情報共有の場はない。その結果、事業の企
画者であり実施者でもある市町村は、利用者、ケア判定センター（CIZ）
、介護事業者か
らのバラバラの情報伝達により、行政混乱等を起こしているとされる。

2

健康保険法（ZVW）、特別医療費保険法
（AWBZ）及び社会支援法
（WMO）の適用事業者相
互間での情報交換

①

健康保険法
（ZVW）
及び特別医療費保険法
（AWBZ）
の間
ケア判定センター（CIZ）は、患者の同意を得て、診断結果等を医療機関から得ること
ができると法律上認められている。そして地域で最大のシェアを占める保険者であるケア
オフィスが中心となって、患者、介護事業者、ケア判定センター（CIZ）の間で情報交換
を行っている。
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②

健康保険法
（ZVW）
及び社会支援法
（WMO）
の間
社会支援法の事業者である市町村は、利用者の同意があれば、利用者の健康状態につい
ての医療情報を ZVW の医療機関から得ることができる。このため、市町村によっては、
社会支援を求める利用者すべてからこの同意を取っている。

③

特別医療費保険法
（AWBZ）
及び社会支援法
（WMO）
の間
利用者情報についての AWBZ ケアの介護事業者と社会支援法の事業者である市町村の
間での情報共有のシステムはない。その結果、利用者は各事業者に同じ話を何度もしなけ
ればならない、また介護事業者は複数の市町村やケアオフィスを相手にするときにバラバ
ラな情報を入手することになる、などの問題が生じている。

3

オランダの今後の方向

そこで、オランダにおいては以上の状況にある情報共有を推進させるために、現在次のよう
な改革が検討されている。
①

患者中心のシステムにする

②

健康保険法
（ZVW）の内部の情報共有システムの改善
（医療サービス共有 IT（LSP）の開
発） ⇒ 「オランダの医療・介護保険制度」p10 参照

③

特別医療費保険法（AWBZ）及び社会支援法
（WMO）の間の情報共有システムの改善のた
め、イノベーションプラットフォーム
（IZO 基盤）を作り、GuWA（データ共有 WMO―
AWBZ）と通称される情報交換のシステム化計画の策定

⇒ 「オランダの医療・介護

保険制度」p21 参照

第2節
1

日本の現状

日本の医療における ICT 化は、まず病院においてレセプト請求の電算化、電子カルテな

どの導入を通じて広がり、次に診療所も同様の要求から徐々に広がり、2011 年には病院 8,460
のうちの 17.6%、診療所 98,004 のうちの 19% が全体導入している。しかし、今後導入予定な
しとしている病院は 65%、診療所は 75.3% となっており、今後どれほど導入が進むかは楽観
できない。2）
2

厚生労働省においては従来から「地域診療情報連携推進事業」の補助金を用いて、地域の

中核となる病院と診療所が相互連携を図るため、電子カルテを導入するなどして地域医療ネッ
トワークを構築しようとするプロジェクトをバックアップしてきており、それがいくつかの地
域では実際に実施され始めている。
また、2008 年から 2010 年には経済産業省及び総務省と連携して
「健康情報活用基盤実証事
業」の補助金を用いて、浦安市において Personal Health Record（個人健康情報制度）
の実証実
験を実施した。これは、①

患者の通院履歴や投薬歴

②

市が持っている健診データ

③

市民の世代別の病気の傾向、などについてそれぞれデータベースを作り、患者の同意を得て、
医療機関などで活用しようとするものあった。
さらに 2010 年からは、閣議決定された「新たな情報通信技術戦略」を内閣の IT 戦略本部が
具体化しており、
「どこでも MY 病院構想」
「シームレスな地域連携医療」及び
、
「レセプト情報等
の活用」の実現が掲げられている。
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2012 年 6 月にまとめられた医療情報化に関するタスクフォースの報告書では、
① 「どこでも MY 病院構想」の実現の中で、個人に提供する情報を検査値など客観的事実
である
「データ」
と退院サマリ等の医師の所見が入る
「情報」
に区別し、その実現までの期間
を区別した。それによると、
「データ」は早期に検討、
「情報」は慎重に検討とされた。ただ、
これはあくまで患者個人への情報提供で、医療従事者、介護従事者が医療・介護連携で利
用する情報としての
「退院・退所情報提供書」
などとは異なるものとされている。
② 「レセプト情報等の活用」の実現の中で、急性期以外の医療機関や介護機関におけるプ
ロセスベンチマークがレセプト情報により可能か検討したが、医療・介護の質を客観的か
つ的確に把握するための統一的・体系的指標が調査した中においては見受けられなかった
とし、今後統一化された質評価指標の定義が期待される、としている。
3

これまで導入されているのは、主として病院内、病診連携といった医療機関の間での

ICT の活用である。介護保険の事業所では、老人保健施設、訪問看護ステーションが病診連
携の一環として活用している例が少数ある程度であり、医療機関に関係のない介護事業所と医
療機関との間での ICT の利用状況は、多くないのが実態と考えられる。
そうした中で、医療と介護の連携について法律で定めているものとして、退院時の医療機関
による情報提供について、医療法に次のような規定がある。
第六条の四
3

1・2 項

略

病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保
健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適
切な説明が行われるよう努めなければならない。

4

略

5

病院又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たっては、当該患者の退院
後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図ら
れるよう努めなければならない。

4

この医療法の退院時の情報提供は、医療機関の努力義務だが、国は診療報酬でこれを誘

導しようとしてきており、既に認められている診療報酬として、診療情報提供料がある。その
提供先と目的は複数にわたるが、入院元の保険医療機関が，診療に基づき患者の同意を得て，
①従前の家庭医に対して、又は②当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第 46 条
第 1 項の規定により都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者等に対して，診療状況を
示す文書を添えて，当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に，患者 1
人につき月 1 回に限り 250 点を算定するとされている。
このうち市町村に提供する内容は、以下のとおりである。
傷病名
寝たきり度
（4 段階）
日常生活活動の状況
（移動、排出、着替え、食事、入浴、整容）
認知症である老人の日常生活自立度
（5 段階）
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5

一方介護報酬では、

（1）通院が困難な利用者に対して、居宅療養管理指導所の医師が当該利用者の居宅を訪問し
て行う計画的継続的な医学的管理に基づき、居宅介護支援事業所等に対する居宅サービス計画
の策定に必要な情報提供及び利用者等に対する居宅サービスを利用する上での留意点等につい
て指導助言を行った場合に、月 2 回を限度に、診療報酬の在宅時医学総合管理料を算定してい
なければ 500 点、していれば 290 点を居宅療養管理指導費として算定できるものとされる。
（2）居宅介護支援事業者が請求できる介護報酬として、病院等からの退院又は介護保険施設
等からの退所に当たって、居宅介護支援員
（ケアマネジャー）
が病院等の職員と面談を行い、利
用者が居宅サービスを利用するために必要な情報の提供を求めるなどの連携を行った場合に、
居宅介護支援費に月 300 単位の退院退所加算が付く。
（2009 年改定で新設）
その情報の内容を見ると、以下のようなものが記されており、現在のところ、これが介護事
業者が必要としている医療情報の公定版ということになろう。
（章末にその様式例を添付）
疾病の状態
（主病名、主症状、既往歴、服薬状況、自立状況）
食事
（自立状況、食事の形態―刻みなど）
口腔ケア
（自立状況）
移動
（自立状況）
入浴
（自立状況）
排泄
（自立状況）
夜間の状況
（良眠、不穏）
療養上の留意する事項
また、これ以外に病院又は診療所に入院しようとする要介護者について、当該病院又は診療
所の職員に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合、居宅介護支援費に月 150 単位の
医療連携加算が付く介護報酬がある。
6

なお、2004 年 12 月には「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイドライン」が公表されている。同ガイドラインは、
「個人情報の保護に関する法律」
（平成
15 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 6 条第 3 項及び第 8 条の規定に基づき、法の対象とな
る病院、診療所、薬局、介護保険法に規定する居宅サービス事業を行う者等の事業者等が行う
個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するためのものとして定められている。
すなわち、5,000 人以上の個人情報を有する事業者は法的義務として、それ以下の数の事業
者は努力義務として、個人情報の利用目的の特定、第三者に提供できる場合、当該医療・介護
関係事業者内部など第三者に該当しない場合などについてこのガイドラインに従うものとされ
ている。
そこでは、医療機関における個人情報の例として、診療録、処方せん、看護記録等の記録
が、また、介護関係事業者における個人情報の例として、ケアプラン、提供したサービス内容
等の記録、事故の状況等の記録が掲げられている。

第3節
1

日本の今後の方向

介護事業者として、要介護者について必要な医療情報は何か。

これについては、上記第 2 節の 5 に挙げた疾病の状態、食事、口腔ケアなどの退院退所情報
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提供書でよいか、の検討がまず必要である。これらでよいのか、更に項目を増やす必要がある
か、の検討である。
介護事業者は、退院・退所直後の医療情報以外の在宅介護開始後の日常の診療記録も随時必
要であるが、3）それは、現在第 2 節 4 で述べた診療情報提供によって医療機関から介護事業者
へ情報提供され得るはずなので、そうした連携をもっと拡大する措置を考える必要もあろう。
2

在宅医療を担当する診療所は、要介護者が入院していた病院からは介護事業者と同様の

関係にあり、同様の退院時医療情報伝達が行われている。入院時以外の医療情報も診療情報提
供で対応できるはずであるが、実際には試行的に行われ始めている状況である。簡単に情報交
換できるルートの開発がなされれば、これは進みそうであるが、そうした情報はさして必要な
いという診療所も存在する。
なお、現在のところ、要介護認定のための主治医意見書には、フォーマットの統一や真正性
の確保など電子的に取扱うための条件が整っておらず、医師会のソフトなどが使われている
が、この統一整備も課題である。そのためにも、主治医意見書を出す医師には電子カルテを義
務付ける、などの措置を取り、オランダの 99％の電子カルテ率を目指して診療所の電子化を
できるだけ早く進め、医療と介護の連携を図りやすくして、より良い医療・より良い介護が提
供できるようにすべきである。
3

以上、病院・診療所と診療所・介護事業者が直接に医療情報を交換しているが、この他

に、次のような方法の法律を制定してシステム化することも検討に値しよう。ただし、介護事
業者は営利企業であることも多いことから、医療情報を提供するについて不安視する医師もい
るので、提供する内容、守秘義務の順守方法等について一層の検討がなされることが前提である。
①

長寿医療の保険者である広域連合が、レセプト情報を介護事業者・診療所に情報提供する。

②

長寿医療の保険者である広域連合が、レセプト情報を介護保険者である市町村に情報提
供し、市町村が介護事業者・診療所に情報提供する。

4

医療と看護の関係については、オランダの看護師は医師から独立して相当の医療行為が

でき、家庭医である医師は他の医師や理学療法士などいろいろな職種の人とチームを組んで診
療所において働いているのが一般とされており、在宅であってもチーム医療が進んでいる。ま
た、報酬面でも家庭医全体で医療費の 4％を占めているに過ぎず、その 10 倍はあろうかとい
う日本とは大きく異なり、その分看護師との待遇面での違いが少ないので、医療と看護の間の
情報交換は日本よりやり易いのではないかと考えられる。
5

看護と介護の関係については、オランダの看護師、介護士は、一つの制度の中の等級の

違いの関係にあるとされる。すなわち、看護・介護職の体系の中で、レベル 5 と 4 を看護師と
し、レベル 3 はヘルスワーカーとケアワーカー、レベル 2 は介護福祉ヘルパー、レベル 1 はケ
4）
その意味では、看護・介護の連携が自然になされ得る
アヘルパーという階層になっている。

と考えられるが、日本の場合には、看護職と介護職は多くの場合事業所も明確に区別されてい
るので、制度上連携は、サービス担当者会議を義務化するか、両者が連携できる介護事業者を
介護報酬上優遇するか、等をまず実施する必要がある状況にある。
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ただし、オランダの在宅支援活動に関わっている看護師、介護士の協働の状況とそれに対す
る AWBZ と WMO の支払い分担の実態が十分に明らかではないが、日本の場合には、介護士
のほとんどの行為は介護保険に組み込まれているので、こうした情報交換のためのシステムを
作ることができれば、オランダと同程度以上にスムースに医療と介護の連携が進む可能性を秘
めていると考えられる。
6

2013 年 3 月末現在国会に提出され審議中の
「行政手続きにおける特定の個人を識別する

ための番号の利用に関する法律案」は、個々の国民に付けられた個人番号を社会保障、税、災
害対策分野等で利用しようとするもので、今後医療・介護分野での情報活用において注目に値
する。福祉分野の給付にも利用するとしていながら、現在のところ介護分野では 1 号被保険者
の転入に際しての介護保険料算定における所得情報の利用が例として示されているに過ぎない
が、可能性としては、それ以上に拡大して介護情報を活用することも考えられる。

（注）
1）

澤

憲明「これからの日本の医療制度と家庭医療―第 6 章

オランダの医療制度」
社会保険旬

報 No.2506（2012.9.1） 以下もこの論文と本書所収のライデン大学のレポート
「オランダの医
療・介護保険制度」
を参考とした。
2）

2011 年医療施設
（静態・動態）
調査に基づく、星

雅丈

月刊
「新医療」2013 年 2 月号による。

これから診療所を開業する医師は 100 パーセント電子カルテであるから、10 ～ 20 年後には、
おのずと電子カルテ率は 100％に近づく、とする意見もある。
3）

医療情報化に関するタスクフォース報告書付属資料
「シームレスな地域連携医療の実現につ

いて」2011 年５月 p.21
4）

ヨス・デ・ブロック、堀田聡子

30

緊急講演会
「在宅ケアのルネッサンス」2012.4.11 p.11
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第4章
中高年者の医療サービス需要の決定要因分析：
潜在的な介護・介助ニーズとの関係に注目して 1
庄司啓史・井深陽子
（衆議院事務局・京都大学）

I

はじめに

高齢化の進展と逼迫する医療・介護財政への対応として行われた医療・介護制度改革は医療
資源の効率的な使用、とりわけ医療と介護の役割と機能分担がその目的の一つであった。
制度改革や政策の施行により社会的入院の解消をはじめとした医療と介護の適切な棲み分け
がどの程度進むかは、個人レベルでの受療行動の決定要因の中でも、とりわけ介護サービスの
ニーズとの関係に依存している。これまでの医療レセプトと介護レセプトを用いたいくつかの
研究により、高齢者の受療行動と介護サービス利用の関係の一部が明らかになっている。表 1
はこれらの先行研究の整理を行ったものである。個票データを用いた研究の先駆けである菅原
他（2005）では、栃木県大田原市における老人保健支出額と介護保険利用額との相関を入院・外
来かの別に分析しており、入院と介護施設サービス利用の間の弱い負の相関、外来と在宅サー
ビスの利用の間では無相関を検証している。花岡・鈴木
（2007）
と菊池
（2010）
では入院に絞って
分析を行い、介護サービスの利用と在院日数の関係を分析している。花岡・鈴木
（2007）
は介護
サービスの供給側の要因に注目した上で、介護サービスの利用可能性の拡大が在院日数に与え
た影響を分析し、介護型療養病床の増加は有意に入院期間を短縮したという結論を得ている。
一方で菊池（2010）
は需要側要因に注目し、介護サービスの患者の需要と在院日数の関係を分析
し、介護サービスを必要とする介護認定者は非認定者に比べて在院日数が有意に長いこと、ま
た入院前月の介護サービス利用と在院日数との間には有意に負の関係があることを示してい
る。鈴木他（2011）
は、受療行動と介護サービス利用の指標を費用でとらえているという点で菅
原他（2005）の研究に最も近い。鈴木他の研究によると、医療費と介護費との関係は、標本全体
では弱い負の関係がみられたが、これらは主に入院にかかる高額な医療費に大きく影響されて
いる結果であり、在宅の高齢者に限った場合では医療費と介護費はごく弱い正の関係が発見さ
れており、この結果は菅原他
（2005）
の結論と類似したものといえる。これらの先行研究の結果
から、入院と通院では受療行動と介護サービスの利用との関係性が異なり、前者では代替的
な、後者では弱く補完的な関係が存在することが分かる。
これらの研究を受けて、本稿では通院と介護サービスに対する
「潜在的な」
ニーズとの関係を
分析する。前述の四つの先行研究で用いられた介護に関する指標は、要介護
（要支援）
認定の状
況もしくは介護サービス利用状況が用いられており、要介護認定を受けた相対的に重度の介護
を必要としている高齢者に関する分析である。本稿では、
「潜在的な」介護・介助需要、つまり
1

本研究の実施にあたり、独立行政法人経済産業研究所から「くらしと健康の調査」の第一回、第二回調査

の個票データの提供を受けた。
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表1

介護ニーズと医療サービス利用との関係に関する個票を用いた実証分析
鈴木他（2011）

菊池（2010）
福島県三春町

花岡・鈴木（2007）
富山県

菅原他（2005）

地域

福井県

栃木県大田原市

データ

国保の医療レセプト、介 国保レセプト、介 国保老人医療入院 老人保健レセプト、
護レセプト
護レセプト
レセプト、患者属 介護レセプト
性と医療機関の属
性情報のデータ

サンプルサイズ

1,085,116 データ

3,708 エピソード

3,043 人

不明

分析期間

2003年10月－
2008年9月

2000年4月－
2008年3月

1998年5月－
2003年3月

2000年4月－
2002年2月

対象

65 歳以上の要介護認定を 65 歳以上の入院患 老人医療加入者の 70 歳以上の個人及
受けている高齢者
者
うち入院患者
び 65 歳－69 歳 で
一定の障害のある
個人

介護の指標

介護費

患者のニーズを表
す指標：①要介護
認定を受けている
か否か②介護三施
設とグループホー
ムの利用状況

在院日数

介護サービスの利 介護保険利用額
用可能性拡大を表
す指標：①介護型
両用病床の増加数
②医療機関がデイ
ケア施設の指定を
受けたかどうか③
老人健康保険施設
定員の増加数

医療の指標

医療費

在院日数

老人保健支出額

モデル

Seemingly unrelated
生存時間分析
regression（医療費関数と
介護費関数を同時に推定）

生存時間分析

OLS

被説明変数

医療費

在院日数

老人保健支出額

コントロー 個人属性
ル変数

性別、年齢 性 別、 年 齢、 性 別、 年 齢、 医 療 年齢、性別、死亡・ 回帰モデルにおけ
要介護度
保険のおける自己 移動に関する情報、 るコントロールは
負担割合、介護保 疾病に関する情報、 無し、性別及び要
険における保険料
介護度別に相関関
段階、死亡ダミー、
係を分析
疾病に関する情報

世帯属性

主要な結果

介護費

在院日数

なし

なし

配偶者の有無、実 なし
子の有無

医療機関属性 なし

なし

なし

医療型療養病床を なし
有する病院か否か

その他

なし

なし

診療報酬改定、入 なし
院サービス自己負
担額

なし

医療費と介護費は弱い負
の関係、在宅高齢者では
弱い正の関係

なし

非認定者に比べて 介護型療養病床の 支出額の相関係数
認定者の在院日数 増加は有意に入院 は 在 宅 - 外 来 に つ
はすべての要介護 期間を短縮
いては 0、施設 - 入
度で有意に正、在
院については弱い
院日数は入院前の
負の関係
介護施設の利用状
況とは有意に負

現時点では要介護
（要支援）
を受けてはいないものの、日常生活に困難を感じている、もしくは
何等かの形でフォーマル・インフォーマルの介護・介助を必要とする可能性のある中高年の個
人がどのような受療行動をとっているかについて明らかにする。日本の 50 歳以上の在宅の個
人を対象とした調査から得られた結果により、いまだ業務統計上は表れることのない潜在的な
介護ニーズと医療サービス需要との間の関係を分析することで、潜在的な介護ニーズに対する
医療資源投入の実態に接近することを目的とする。
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2. データ
データは独立行政法人経済産業研究所と国立大学法人一橋大学、及び国立大学法人東京大
学が実施する「くらしと健康の調査
（JSTAR: Japanese Study of Aging and Retirement）
の第一
回調査（2007 年）と第二回調査
（2009 年）の個標データを用いる。この調査は、高齢者の実態を
多角的に把握することを目的として、2007 年から高齢者の経済面、社会面および健康面に関
する情報に関して、同一個人を追跡するというパネルデータという形で収集し、アメリカで
実施されている Health and Retirement Study（HSR）や、大陸欧州で実施されている Survey
of Health, Aging and Retirement in Europe（SHARE）
、イギリスで実施されている English
Longitudinal Study of Aging（ELSA）
との比較可能性を最大限維持するように設計されている
ことが大きな特徴となっている。
データは複数の市区町村から収集され、2009 年では足立区、金沢市、白川町、仙台市、滝
川町、2009 年は五市町村に鳥栖市、那覇市が加わり、2009 年時点では七市区町村からのデー
タが収集されている。ただし、個人特定化防止の機密保護の観点から使用できるデータ情報に
は制限があり、今回使用したデータセットにおいては個人の居住地の情報は利用可能ではな
い。調査対象年齢は、50 歳以上の男女である。
表 2 は 2007 年開始の五市区町村と 2009 年開始の二市区町村別の調査開始時点回答者年齢の
分布の概要を表したものである。平均値は両データとも 63 歳で、最小値はそれぞれ 50 歳と
51 歳、最大値は 77 歳と 76 歳となっており、年齢のばらつきは 2007 年の五市区町村でわずか
にではあるが小さい。

3. 実証分析
本稿では、潜在的な介護ニーズと医療サービス需要の関係を明らかにすることが目的であ
る。ここで潜在的な介護ニーズとは、日常動作の支障により表 3 のように定義する。項目 1 か
ら 6 のいずれか 1 つでも該当している場合には、
「重度の潜在的介護ニーズ」
、項目 1 から 6 に
はあてはまらず、かつ項目 7 から 15 のいずれか 1 つでも該当している場合には、
「軽度の潜在
的介護ニーズ」と定義する。

表2

JSTAR データの年齢の分布
生年

2007 年 5 市区町村

2009 年 2 市区町村
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生年から概算した年齢

観測値

3741

平均値

1943

標準偏差

7.03

最小値

1930

50

最大値

1957

77

観測値

1409

平均値

1945

標準偏差

7.26

最小値

1933

51

最大値

1958

76

63.36

63.53

表3

潜在的介護・介助ニーズの定義
靴下や靴を履いたり脱いだりする
部屋の中を歩いて移動する

重

度

ひとりで入浴する
ひとりで食事をする
寝床に入ったり起きたりする
100 メートル以上歩く
2 時間以上椅子に座る
長時間座り続けた後、椅子から立ち上がる
手すりに頼らず、階段を何段か上る

軽

度

しゃがんだり、ひざまずいたりする
肩の高さより高く腕を上げる
今の椅子やソファのような大きな物を押したり引いたりする
5 キロ以上の物を持ち上げたり、運んだりする
小さなものを指でつかむ

被説明変数
被説明変数は、医療サービス需要を表す変数であり、ここでは１）月あたりの病院通院回
数、2）月あたりの病院支払額、の 2 つの変数を用いる。病院通院回数と病院支払額の分布は図
1、図 2 に表されている。通院回数は 1 回が最も多く、全体の 8 割の回答者が 1 回と答えてい
るが、一方で 20 回から 30 回との回答も存在する。月あたりの病院支払額は分布が大きく左に
偏っており、大多数の個人にとって月あたりの支払いは 10,000 円未満である一方で、負担が
大きく 10 万円以上の個人も存在する。このように医療費支払額は右に偏った分布を持つため、
すべての回帰分析で対数値をとって分析を行う。
説明変数
分析で最も関心のある説明変数は、回答者の潜在的介護ニーズであり、前述の定義により日
常動作の支障をもとに個人の潜在的な介護需要を
「重度」
と
「軽度」
に分類し、それぞれをダミー
変数で表した。
他の説明変数は、調査時点年齢、性別、配偶者の有無、年間所得
（本人＋配偶者、公的年金、
個人年金等を含む全所得合計）
、資産額
（預金＋債券＋株式）という個人属性、一番近くにすむ
子どもの所在地
（回答別に、より近くに住む個人が小さな値をとるようにコードを作成）
、回答
者の配偶者の潜在的介護需要の有無
（重度と軽度）
という家族の属性、を含む。また、潜在的な
介護ニーズを医療サービス需要から分離するために、個人の健康状態に関する変数をコント
ロールした。個人の健康状態に関する変数は、過去一年以内の病気診断・指摘の有無、かかり
つけ医の有無、健康状態
（
「まあよい」を参照群として
「とてもよい」
「よい」
「悪い」
「とても悪い」
「未回答」の 5 つのダミー変数）である。また、医療サービス需要の決定に影響を与えると考え
られる、定期的に通う病院までの所要時間および交通費の変数、とした。また、必要に応じて
年ダミーによりコントロールした。
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4．結果
通院回数との関係
表 4 は通院回数の二年間のプールしたパネルデータ分析の結果を表す。モデルにより推定方
法とコントロールの説明変数が異なる。モデル 1-6 は OLS、モデル 7-12 はカウントデータの
推定であるポアソン回帰の推定結果である。同一推定方法におけるモデルの違いは説明変数の
違いである。
表 4 から、潜在的な介護ニーズのある者のうち、日常生活に軽度の支障を持つものの間で有
意に月あたりの通院回数が多く、この結果は推定方法と定式化に関わらず頑健であることよみ
とれる。一方で、日常生活に重度の支障を持つものにおいては、月あたり通院回数が多いとい
う結果は得られなかった。
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表 4-1

通院回数と潜在的介護・介助ニーズの Pooled OLS 推定結果
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］
年齢
年齢の二乗
性別
地域（2007 年の五都市）
潜在的介護需要（重度）
潜在的介護需要（軽度）
配偶者の潜在的介護需要（重度）
配偶者の潜在的介護需要（軽度）
子どもの居住地
1 年以内の病気の診断の有無
かかりつけ医の有無
健康状態（とてもよい）
健康状態（よい）
健康状態（悪い）
健康状態（とても悪い）
健康状態（未回答）

-0.2245

-0.2177

-0.9385

-0.2638

-0.1794

-0.7958

[0.1626]

[0.2378]

[0.3758]**

[0.2689]

[0.3511]

[0.5051]

0.0018

0.0017

0.0074

0.0021

0.0014

0.0062

[0.0013]

[0.0018]

[0.0029]**

[0.0021]

[0.0027]

[0.0039]

-0.0886

-0.022

0.1269

-0.1178

-0.0316

-0.0854

[0.1008]

[0.1264]

[0.2056]

[0.1608]

[0.1760]

[0.2353]

-0.7324

-0.6885

0.338

-0.2774

-0.2461

0.3632

[0.1942]***

[0.2464]***

[0.3603]

[0.2227]

[0.2489]

[0.3351]

0.418

0.2652

-0.6155

0.2886

0.445

-0.4207

[0.3842]

[0.4828]

[0.3130]**

[0.5106]

[0.5899]

[0.3780]

0.6648

1.0368

0.7456

0.5794

0.7978

0.5919

[0.1936]***

[0.2574]***

[0.3342]**

[0.3052]*

[0.3336]**

[0.3503]*

0.4722

0.7546

0.7796

0.5427

0.6437

0.0074

[0.4726]

[0.5662]

[0.6087]

[0.6952]

[0.7550]

[0.2922]

0.0528

-0.0519

-0.4723

0.1951

0.2373

-0.2332

[0.2329]

[0.2793]

[0.2876]

[0.3545]

[0.3790]

[0.3670]

-0.0121

0.0027

-0.0135

0.0244

0.0037

-0.0395

[0.0351]

[0.0449]

[0.0567]

[0.0552]

[0.0621]

[0.0803]

-0.398

-0.4617

-0.3508

-0.7077

-0.7745

-0.6616

[0.1914]**

[0.2510]*

[0.3175]

[0.3364]**

[0.4278]*

[0.5240]

-0.7619

-0.5878

-0.3016

-1.1412

-0.965

-0.3994

[0.2744]***

[0.3488]*

[0.4185]

[0.4034]***

[0.4879]**

[0.5727]

0.0023

0.3526

-0.1853

0.1579

0.3901

-0.4559

[0.2856]

[0.3719]

[0.1735]

[0.4973]

[0.5920]

[0.2832]

-0.0644

0.0679

0.0333

-0.0328

0.0606

0.1389

[0.1129]

[0.1514]

[0.2393]

[0.2002]

[0.2409]

[0.3583]

0.5543

0.4022

0.053

0.8078

0.543

-0.0943

[0.2130]***

[0.2546]

[0.2938]

[0.3205]**

[0.3261]*

[0.2859]

0.2753

0.2898

-0.4431

-0.5841

-0.8047

-0.0874

[0.6955]

[0.9576]

[0.4198]

[0.5608]

[0.6627]

[0.3432]

-0.0281

0.1677

0.4571

0.1911

0.4259

0.085

[0.3163]

[0.4061]

[0.3118]

[0.5356]

[0.6708]

[0.3729]

-0.1117

0.137

-0.1229

0.1564

[0.0904]

[0.0684]**

[0.1466]

[0.0787]**

所得（対数値）
資産（対数値）
年ダミー

-0.0074

-0.0945

[0.0640]

[0.0637]

0.4388

0.4499

0.0026

[0.1029]***

[0.1582]***

[0.2476]

頻繁に行く病院までにかかる時間
頻繁に行く病院までにかかる交通費
定数項

-0.0038

-0.003

-0.0029

[0.0040]

[0.0046]

[0.0041]

-0.0002

-0.0003

0

[0.0001]***

[0.0001]**

[0.0001]

10.1495

10.2678

30.4591

12.1163

9.928

27.4951

[5.2046]*

[7.9135]

[11.6851]***

[8.5587]

[11.7926]

[15.9961]*

修正済み決定係数

0.045

0.0459

0.0496

0.0366

0.031

-0.0068

Ｎ

2396

1618

403

1218

970

228

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
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表 4-2

通院回数と潜在的介護・介助ニーズの Pooled OLS 推定結果
Model 7

Model 8

Model 9

Model 10

Model 11

Model 12

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］
年齢
年齢の二乗
性別
地域（2007 年の五都市）
潜在的介護需要（重度）
潜在的介護需要（軽度）
配偶者の潜在的介護需要（重度）
配偶者の潜在的介護需要（軽度）
子どもの居住地
1 年以内の病気の診断の有無
かかりつけ医の有無
健康状態（とてもよい）
健康状態（よい）
健康状態（悪い）
健康状態（とても悪い）
健康状態（未回答）

-0.1238

-0.113

-0.5333

-0.1226

-0.0774

-0.4247

[0.0860]

[0.1186]

[0.1728]***

[0.1252]

[0.1617]

[0.2254]*

0.001

0.0009

0.0042

0.001

0.0006

0.0033

[0.0007]

[0.0009]

[0.0013]***

[0.0010]

[0.0012]

[0.0017]*

-0.05

-0.0134

0.0921

-0.0604

-0.0219

-0.0501

[0.0560]

[0.0688]

[0.1256]

[0.0784]

[0.0867]

[0.1347]

-0.3999

-0.38

0.1891

-0.134

-0.1259

0.2184

[0.0927]***

[0.1236]***

[0.2274]

[0.1004]

[0.1139]

[0.2074]

0.1608

0.1071

-0.3421

0.1214

0.1746

-0.2239

[0.1443]

[0.1799]

[0.1718]**

[0.2001]

[0.2196]

[0.2118]

0.3302

0.4959

0.4183

0.2584

0.3625

0.3417

[0.0893]***

[0.1091]***

[0.1637]**

[0.1303]**

[0.1398]***

[0.1801]*

0.2137

0.3306

0.4733

0.2212

0.2657

0.016

[0.1941]

[0.2185]

[0.2883]

[0.2555]

[0.2720]

[0.1725]

0.0212

-0.0265

-0.301

0.0876

0.1067

-0.141

[0.1135]

[0.1313]

[0.1815]*

[0.1480]

[0.1558]

[0.2043]

-0.0072

0.0003

-0.0069

0.0104

-0.0004

-0.0233

[0.0196]

[0.0239]

[0.0352]

[0.0266]

[0.0301]

[0.0473]

-0.2204

-0.2398

-0.2405

-0.3002

-0.3232

-0.386

[0.0972]**

[0.1216]**

[0.1822]

[0.1264]**

[0.1564]**

[0.2343]*

-0.3533

-0.2784

-0.2059

-0.4605

-0.4083

-0.2015

[0.1127]***

[0.1485]*

[0.2170]

[0.1377]***

[0.1708]**

[0.2420]

0.0003

0.2004

-0.1574

0.0893

0.195

-0.3184

[0.1709]

[0.1972]

[0.1158]

[0.2334]

[0.2616]

[0.1960]

-0.0435

0.0412

0.0268

-0.0168

0.0329

0.0941

[0.0713]

[0.0898]

[0.1595]

[0.1069]

[0.1244]

[0.2036]

0.256

0.1804

0.0243

0.354

0.2424

-0.0596

[0.0915]***

[0.1094]*

[0.1553]

[0.1247]***

[0.1331]*

[0.1540]

0.1338

0.1039

-0.2104

-0.2562

-0.3189

-0.0635

[0.2782]

[0.3430]

[0.2688]

[0.2857]

[0.3128]

[0.2128]

-0.0072

0.0957

0.2989

0.1072

0.21

0.0387

[0.1774]

[0.2029]

[0.1781]*

[0.2565]

[0.2865]

[0.2257]

-0.058

0.0956

-0.0556

0.1088

[0.0441]

[0.0476]**

[0.0627]

[0.0559]*

所得（対数値）
資産（対数値）
年ダミー

-0.0099

-0.0568

[0.0368]

[0.0336]*

0.2643

0.2656

0.0219

[0.0607]***

[0.0906]***

[0.1522]

頻繁に行く病院までにかかる時間
頻繁に行く病院までにかかる交通費
定数項

-0.0018

-0.0014

-0.0017

[0.0023]

[0.0026]

[0.0025]

-0.0001

-0.0002

0

[0.0001]**

[0.0001]**

[0.0000]

5.0736

4.9096

16.7486

5.2743

4.0879

14.0725

[2.7382]*

[3.9144]

[5.3855]***

[3.9650]

[5.3646]

[7.0292]**

2396

1618

403

1218

970

228

修正済み決定係数
Ｎ
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
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他の説明変数の影響をみると、過去の病気診断・指摘の有無が通院回数に有意に負の影響を
与え、この結果も推定方法と定式化の両方において頑健な結果であった。また、健康状態が
「悪い」と答えたものは、
「まあよい」と答えたものに比べて、有意に通院回数が多いことが確認
された。これらの結果から、健康状態が同じレベルであったとしても、潜在的に軽度の介護
ニーズを持つものはそうでないものに比べて通院回数が多いことが見て取れる。
また、コントロール変数をみてみると、通院にかかる金銭的費用・機会費用を入れたモデル
においては、機会費用の係数は負ではあるが統計的に有意な結果ではなく、一方で金銭的費用
は通院回数に有意に負の影響を与える。これらの結果から、高齢者にとっては、通院にかかる
費用に関しては、機会費用ではなく金銭的費用が通院回数の決定要因として重要であることが
示唆された。また興味深いことに、所得のみを説明変数に加えたモデルにおいては、所得と通
院回数との間に関係は見られないが、所得と資産を同時に説明変数に加えたモデルにおいて
は、所得と通院回数の間には統計的に有意な正の関係が見られ、所得のみが通院回数を決定す
るのではなく、同じ程度の資産額を持つものであれば、所得が高いものの方が通院回数が多い
ことが示唆された。最後に、所得と資産をコントロールした場合には、年齢の係数が有意に
負、また年齢の二乗項の係数が有意に正となった。
次に、パネルデータ分析の固定効果推定により、個人の観察不可能な異質性を取り除いた上
での推定結果を見てみよう。表 5 は、通院回数の固定効果推定の結果を表している。モデル
7-9 は線形モデル、モデル 10-12 はポアソン回帰モデルを用いた推定結果である。個人の異質
性を取り除いた後は、潜在的介護ニーズと通院回数の間の関係は、介護ニーズが軽度のもので
は正とは出ているものの統計的に有意とはならなかった。ただ、2 年間のパネルデータを用い
ての分析のため、変数の個人内での変化が大きくは見られないという制約が影響している可能
性がある。
医療費自己負担額
表 6 は医療費支払額の対数値を被説明変数としたトービットモデルを推定したものである。
ここでは、定式化の異なる 6 つのモデルを推定した。軽度の潜在的介護ニーズと医療費支払額
の間には、有意に正の相関が見られ、この結果はすべての定式化を通じて頑健であった。一方
で、通院回数と同様に重度の潜在的介護需要と医療費支払額との間には、統計的に有意な関係
がみられなかった。
次に配偶者の潜在的介護需要と医療支払額との関係について、いくつかのモデルで有意に負
の相関が見られた。また、すべての定式化で、年齢と年齢の二乗項が通院と有意な関係がある
ことが見られた。また、1 回あたりの通院にかかる金銭的費用が高いほど医療支払額が高いと
いう結果が得られた。また過去 1 年間の病気の診断は有意に支払額の増加へとつながってい
る。また、いくつかの定式化においては、子どもの居住地が近いほど医療費支払額が低いとい
う関係が見られた。このことの一つの解釈としては、仮に医療サービス需要が介護を代替する
ものであった場合に、近くにすむ子どもによる介護や介助の代替が、医療機関の利用を下げて
いる可能性がある。
また表 7 はヘックマンの二段階推定により、第一段階には通院の有無、第二段階に医療費支
払額を被説明変数として、それぞれ推定したものである。医療費支払額と軽度の潜在的介護需
要との関係はこの推定結果でも頑健にみられる。
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表5

通院回数と潜在的介護・介助ニーズの固定効果推定結果
Model 13

Model 14

Model 15

Model 16

Model 17

Model 18

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］
年齢
年齢の二乗
潜在的介護需要（重度）
潜在的介護需要（軽度）
配偶者の潜在的介護需要（重度）
配偶者の潜在的介護需要（軽度）
子どもの居住地
かかりつけ医の有無
健康状態（とてもよい）
健康状態（よい）
健康状態（悪い）
健康状態（とても悪い）
健康状態（未回答）

-1.4941

-1.0547

-1.075

-0.7924

-0.4645

-0.8511

[0.5277]***

[0.9610]

[2.1490]

[0.2571]***

[0.3760]

[1.0477]

0.0106

0.0073

0.0091

0.0056

0.0031

0.0071

[0.0040]***

[0.0072]

[0.0178]

[0.0019]***

[0.0028]

[0.0088]

0.2849

-1.724

0.6839

0.2246

-0.4072

0.6217

[0.7967]

[1.1204]

[0.4137]*

[0.3377]

[0.3350]

[0.3356]*

0.347

0.5568

0.3386

0.1542

0.1464

0.3377

[0.2807]

[0.3947]

[0.3887]

[0.1085]

[0.1099]

[0.3213]

-0.945

-1.0012

-1.1638

-0.5204

-0.5831

-0.9975

[0.6591]

[0.7868]

[0.7950]

[0.3238]

[0.3240]*

[0.5319]*

0.4805

0.0599

0.084

0.2222

-0.1205

0.0713

[0.4093]

[0.6588]

[0.3124]

[0.2031]

[0.3625]

[0.2835]

-0.3395

-1.0908

-0.2907

-0.5469

[0.3146]

[1.3087]

[0.1944]

[0.4687]

1.4598

1.9345

-4.1371

0.4048

0.5394

-3.1214

[1.1949]

[1.4393]

[0.4429]***

[0.2771]

[0.2780]*

[0.2945]***

-0.2448

-0.3606

-0.6657

-0.2369

-0.2677

-0.5659

[0.2934]

[0.4422]

[0.4970]

[0.2104]

[0.2871]

[0.3776]

-0.0244

-0.2159

-0.598

-0.0067

-0.0253

-0.5349

[0.1550]

[0.3767]

[0.3948]

[0.0753]

[0.1197]

[0.3149]*

0.2394

-0.6414

0.1307

-0.2346

[0.2848]

[0.3832]*

[0.1254]

[0.1562]

0.4309

0.144

[1.3072]

[0.5383]

-0.4304

-0.1662

-0.2817

-0.0342

[0.2765]

[0.2588]

[0.1630]*

[0.1343]

所得（対数値）

0.0965

-0.0458

0.0144

-0.0494

[0.0937]

[0.1471]

[0.0514]

[0.1261]

資産（対数値）
定数項
修正済み決定係数
Ｎ

0.2066

0.1882

[0.1883]

[0.1352]

53.1464

39.7267

35.5532

[17.0958]***

[30.5983]

[63.7167]

0.0465

0.1176

0.2373

2396

1618

403

1164

472

62

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

表 8 は、観察不可能な異質性をコントロールするために、固定効果推定を行った結果であ
る。通院回数の分析と同様に、これまで比較的頑健みられた軽度の潜在的介護ニーズと医療費
支払額との間の相関は個人の時間を通じて不変の属性をコントロールすると資産をコントロー
ルしたモデルを除いては、もはや統計的に有意なものとはならなかった。

5. 結語
本稿では、潜在的介護ニーズと医療サービス需要との関係について、医療サービス需要を通
院回数と医療費支払額を指標として、分析を行った。本稿の主要な結果は次の通りである。
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表6

月額医療費支払と潜在的介護・介助ニーズの Tobit モデル推定
Model 19

Model 20

Model 21

Model 22

Model 23

Model 24

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

係数推定値

［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］ ［標準誤差］
年齢
年齢の二乗
性別
地域ダミー
潜在的介護需要（重度）
潜在的介護需要（軽度）
配偶者の潜在的介護需要（重度）
配偶者の潜在的介護需要（軽度）
子どもの居住地
過去 1 年間の病気診断の有無
かかりつけ医の有無
健康状態（とてもよい）
健康状態（よい）
健康状態（悪い）
健康状態（とても悪い）
健康状態（未回答）

0.4448

0.545

0.4516

0.5685

0.5767

0.5995

[0.0615]***

[0.0779]***

[0.1551]***

[0.0781]***

[0.0939]***

[0.1854]***

-0.0037

-0.0044

-0.0036

-0.0046

-0.0047

-0.0048

[0.0005]***

[0.0006]***

[0.0012]***

[0.0006]***

[0.0007]***

[0.0014]***

0.0971

0.0838

0.0453

0.1134

0.1226

0.0728

[0.0459]**

[0.0524]

[0.1085]

[0.0551]**

[0.0618]**

[0.1323]

-0.2315

-0.256

-0.0485

-0.0881

-0.1572

-0.1601

[0.0680]***

[0.0821]***

[0.1867]

[0.0672]

[0.0755]**

[0.1618]

0.0936

0.0758

-0.238

-0.0287

-0.0109

-0.4295

[0.1108]

[0.1247]

[0.2210]

[0.1332]

[0.1474]

[0.2823]

0.2445

0.2741

0.292

0.2965

0.2872

0.3027

[0.0571]***

[0.0653]***

[0.1276]**

[0.0725]***

[0.0773]***

[0.1537]**

-0.0087

0.1102

0.2055

0.0241

0.0153

0.0619

[0.1383]

[0.1491]

[0.2639]

[0.1666]

[0.1735]

[0.3321]

-0.1484

-0.1978

-0.1937

-0.2286

-0.1957

-0.2105

[0.0761]*

[0.0850]**

[0.1583]

[0.0959]**

[0.1001]*

[0.1959]

-0.034

-0.0442

0.0022

-0.0264

-0.0358

0.0546

[0.0155]**

[0.0177]**

[0.0348]

[0.0187]

[0.0211]*

[0.0428]

0.238

0.1764

0.2126

0.037

0.0606

0.195

[0.0693]***

[0.0865]**

[0.1871]

[0.0978]

[0.1176]

[0.2726]

0.1367

0.1574

0.0968

0.0214

0.0678

0.0396

[0.0955]

[0.1145]

[0.2745]

[0.1178]

[0.1428]

[0.3402]

-0.2082

-0.1555

-0.3252

-0.2229

-0.1402

-0.6534

[0.1314]

[0.1510]

[0.3737]

[0.1641]

[0.1828]

[0.4694]

-0.139

-0.1132

-0.2988

-0.1451

-0.134

-0.3306

[0.0527]***

[0.0640]*

[0.1328]**

[0.0749]*

[0.0850]

[0.1923]*

0.4532

0.4665

0.5178

0.3399

0.3131

0.2288

[0.0648]***

[0.0754]***

[0.1531]***

[0.0797]***

[0.0875]***

[0.1687]

1.3757

1.3562

0.7108

1.018

1.0125

0.9687

[0.2610]***

[0.3177]***

[0.6902]

[0.3539]***

[0.3869]***

[0.9593]

0.0839

0.075

0.3193

0.2863

0.1715

0.4071

[0.1689]

[0.1966]

[0.4209]

[0.2037]

[0.2336]

[0.4689]

所得（対数値）

-0.011

0.045

-0.0309

0.0244

[0.0219]

[0.0504]

[0.0285]

[0.0801]

資産（対数値）
年ダミー

-0.0116

0.0344

[0.0357]

[0.0427]

0.1389

0.1509

0.0893

[0.0396]***

[0.0541]***

[0.1170]

頻繁に行く病院までにかかる時間
頻繁に行く病院までにかかる交通費
定数項
Ｎ

0.0004

0.0005

-0.003

[0.0016]

[0.0018]

[0.0035]

0.0001

0.0001

0.0001

[0.0000]*

[0.0001]*

[0.0001]*

-5.4225

-8.5538

-6.4422

-9.0508

-9.1969

-10.7754

[1.9681]***

[2.5193]***

[5.0278]

[2.4726]***

[3.0157]***

[5.9910]*

2231

1516

381

1163

925

217

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
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表7

月額医療費支払と潜在的介護・介助ニーズのヘックマンの二段階推定
Model 25

Model 26

係数推定値 係数推定値

係数推定値 係数推定値
［標準誤差］［標準誤差］

年齢
年齢の二乗
性別
地域（2007 年の五都市）
潜在的介護需要（重度）
潜在的介護需要（軽度）
配偶者の潜在的介護需要（重度）
配偶者の潜在的介護需要（軽度）

1 年以内の病気の診断の有無
かかりつけ医の有無
健康状態（とてもよい）
健康状態（よい）
健康状態（悪い）
健康状態（とても悪い）
健康状態（未回答）
所得（対数値）

病院への通院の有無
0.6414

0.606

[0.1112]***

[0.2070]***

-0.0051

-0.0048

[0.0008]***

[0.0016]***

0.0692

-0.0271

[0.0762]

[0.1715]

-0.1343

-0.1031

[0.0850]

[0.1866]

-0.0352

-0.3032

[0.1689]

[0.3118]

0.3814

0.465

[0.1010]***

[0.2266]**

-0.0632

-0.072

[0.2018]

[0.4160]

-0.1563

-0.0608

[0.1161]

[0.2715]

-0.0422

0.0353

[0.0239]*

[0.0489]

0.3486

0.5981

[0.2094]*

[0.5078]

0.1553

0.3108

[0.1667]

[0.4473]

-0.306

-0.9955

[0.2179]

[0.6094]

-0.1191

-0.3759

[0.0955]

[0.2165]*

0.4497

0.4328

[0.1280]***

[0.2941]

0.8257

0.2848

[0.4426]*

[1.1938]

0.0411

0.1635

[0.2669]

[0.5544]

-0.0308

0.0253

[0.0283]

[0.0791]

資産（対数値）

0.0368

年齢
年齢の二乗
性別
地域（2007 年の五都市）
潜在的介護需要（重度）
潜在的介護需要（軽度）
配偶者の潜在的介護需要（重度）
配偶者の潜在的介護需要（軽度）
子どもの居住地
1 年以内の病気の診断の有無
かかりつけ医の有無
頻繁に行く病院までにかかる時間
頻繁に行く病院までにかかる交通費
健康状態（とてもよい）
健康状態（よい）
健康状態（悪い）
健康状態（とても悪い）
健康状態（未回答）

[0.0430]
定数項
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

-12.2796

-12.7836

[3.8346]***

[7.0141]*

定数項
Mills lambda

Adj-R-squared
N
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
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Model 26

［標準誤差］［標準誤差］
月間支払額

子どもの居住地

Model 25

0.1281

-0.0016

[0.1205]

[0.1729]

-0.0008

0.0002

[0.0009]

[0.0013]

-0.1433

-0.1759

[0.0824]*

[0.1193]

0.0689

0.0922

[0.0997]

[0.1474]

-0.0931

0.1371

[0.2152]

[0.2930]

0.2717

0.3169

[0.1175]**

[0.1637]*

-0.2215

-0.3187

[0.2512]

[0.3470]

0.1165

0.3171

[0.1514]

[0.2116]

-0.0175

-0.0295

[0.0277]

[0.0399]

0.6257

0.6681

[0.1232]***

[0.1901]***

0.2005

0.4834

[0.1559]

[0.2511]*

-0.0008

-0.0001

[0.0022]

[0.0031]

-0.0002

-0.0002

[0.0001]***

[0.0001]**

-0.3372

-0.6134

[0.1971]*

[0.3311]*

0.0535

-0.0882

[0.1100]

[0.1651]

0.4194

0.4531

[0.1411]***

[0.1929]**

-0.4952

-1.2286

[0.4751]

[0.7919]

-0.3326

-0.4275

[0.2743]

[0.3953]

-4.977

-1.9059

[3.8321]

[5.4969]

0.8722

0.8231

[0.5267]*

[0.8321]

1235

527

表8

医療費支払額と潜在的介護・介助ニーズの固定効果推定

年齢
年齢の二乗
潜在的介護需要（重度）
潜在的介護需要（軽度）
配偶者の潜在的介護需要（重度）
配偶者の潜在的介護需要（軽度）
子どもの居住地
かかりつけ医の有無
健康状態（とてもよい）
健康状態（よい）
健康状態（悪い）
健康状態（とても悪い）

Model 27

Model 28

Model 29

係数推定値

係数推定値

係数推定値

［標準誤差］

［標準誤差］

［標準誤差］

0.1088

0.3958

0.1955

[0.2137]

[0.3807]

[0.5902]

-0.0012

-0.0035

-0.0022

[0.0017]

[0.0030]

[0.0046]

0.1071

-0.2039

0.0751

[0.1698]

[0.1722]

[0.4513]

0.1105

0.0857

0.3639

[0.0905]

[0.1387]

[0.2021]*

0.1892

0.3731

-0.2107

[0.3179]

[0.2124]*

[0.3501]

0.2134

0.2035

-0.15

[0.1113]*

[0.1679]

[0.1869]

0.0317

-0.0633

[0.0666]

[0.0800]

0.2459

0.1455

-2.3783

[0.2368]

[0.2925]

[0.1778]***

-0.3465

-0.1679

-0.1677

[0.2194]

[0.1851]

[0.2969]

0.0208

0.1453

-0.0404

[0.0702]

[0.1235]

[0.2531]

0.274

0.5036

[0.1180]**

[0.1924]***

1.4103
[0.6092]**

健康状態（未回答）

0.0702

0.2387

[0.2058]

[0.2663]

所得（対数値）

0.0317

-0.1204

[0.0372]

[0.0325]***

資産（対数値）

-0.0312
[0.0892]

定数項
修正済み決定係数
Ｎ

5.9

-3.0402

7.9409

[6.8299]

[11.9041]

[18.7841]

0.0561

0.0649

0.452

2231

1516

381

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

第一に、pooled OLS の結果では、軽度の潜在的介護ニーズと二つの医療サービス需要の指
標との間には正の相関が見られ、この正の相関はモデルの定式化や推定方法によらず頑健なも
のであった。この結果は、軽度の潜在的介護ニーズが医療サービス需要により代替されている
可能性を示唆するものである。
第二に、この潜在的介護ニーズと二つの医療サービス需要の指標との間の相関は、日常生活
における支障が軽度の個人においてのみ得られ、日常生活における支障が重度の個人にはほと
んどの定式化において統計的に有意な関係は認められなかった。支障が重度の場合には、医療
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サービスで代替することが困難でありインフォーマルかフォーマルかの介護者が必要であるこ
とが可能性として考えられる。
第三に、軽度の潜在的介護ニーズと二つの医療サービス需要との間の相関は、固定効果推定
により時間を通じて不変の固定効果を取り除いた場合には、統計的に有意ではなかった。この
結果の解釈としては、第一に、個人の観察されない異質性が潜在的介護ニーズと医療サービス
需要との間の関係を説明していたという可能性であり、このような異質性として例えば観測で
きない個人の健康状態があげられる。この場合、例えば病気への罹患による健康状態の悪化に
より日常生活に困難を伴い、また病気の治療のために病院へ通っているという状態が考えられ
る。第二に、こちらは分析上の問題ではあるが、二年間の間のパネルデータの限界として、潜
在的介護ニーズと医療サービス需要に個人内でのばらつきが少なかったため関係性が検出でき
なかったという可能性である。
本稿の分析の主要な結果である軽度の潜在的介助ニーズと医療サービス需要との間の正の相
関に関しては、そのメカニズムについて更なる分析が必要となる。そのためには今後パネル
データが蓄積されるにつれて同一個人の追跡が可能となることが大きな役割を果たすことが期
待される。
参考文献
菊池潤（2010）「高齢者の介護ニーズが在院日数に与える影響」,『季刊・社会保障研究』第
46 巻第3号, 235-248頁。
菅原琢磨・南部鶴彦・開原成允・河口洋行・細小路岳史（2005）「介護保険と老人保健の利用
給付関係の検討―個票データを用いた栃木県大田原市における例」,（編）田近栄治・佐藤
主光『医療と介護の世代間格差』第8章, 東洋経済新報社。
鈴木亘・岩本康志・湯田道生・両角良子（2011）「別紙

レセプトデータを用いた医療費・介

護費の分布特性に関する分析」
http://www.iwamoto.e.u-tokyo.ac.jp/fukui-gero/results/pdf/receptdatawomochiitairyouhikaig
ohinobunputokusei.pdf.
花岡智恵・鈴木亘（2007）「介護保険導入による介護サービス利用可能性の拡大が高齢者の長
期入院に与えた影響」『医療経済研究』第19巻第2号, 111-126頁。
JSTARデータセット
東京大学
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第5章
オランダにおけるコーディネートされた認知症ケア
堀田聰子
（労働政策研究・研修機構）

1

はじめに

オランダは、1968 年に世界で初めて長期ケア保障について普遍的な強制加入の社会保険制
度を導入した。プライマリケアを重視し、保険者機能の強化と管理競争の導入により、効率的
な短期医療保険制度運営を行っていることでも知られ、ある著名な国際的シンクタンクによる
最近の調査では、先進 7 カ国で最も優れた医療制度と評価された。
我が国でも
「地域包括ケアシステム」
の構築に向けた模索が続き、community-based care（地
1
という 2 つの独立したコンセプトを統合
域を基盤とするケア）と integrated care（統合ケア）

させて組み込もうという議論が世界的に活発化するなか、オランダは実際に両者のコンセプト
を含んだシステム構築を試みた数少ない国ともいわれている。
そのオランダで、2000 年代に入り、統合ケアにかかわる新たなチャレンジとして、
「コーディ
ネートされた認知症ケア」
の実現に向けた国を挙げた取組みが本格化している。
そこで本稿では、オランダにおけるケアに関連する制度の枠組みとケア提供体制の変遷を概
観したあと、認知症ケアをめぐる国家戦略の動向、そのポイントのひとつである認知症ケース
マネジメントの先進事例を紹介する。
なお、オランダの面積は約 41,864 km2（九州と同じくらい）で、総合行政は全国政府である
国と 12 の州、415 の地方自治体
（2012 年 1 月）
からなる三層制である。
2012 年時点の人口は約 1,673 万人、このうち 65 歳以上人口の占める割合は 16.2％。今後高
齢化が急速に進み、高齢者人口は 2039 年にピークを迎え 460 万人にのぼると予想されている。
高齢者の世帯構成をみると、単身世帯と夫婦のみ世帯の合計が 9 割を超え、配偶者以外
（子や
きょうだい等）
との同居率はきわめて低く、
75 歳以上では単身世帯が過半数を占める
（2005 年）。
平均寿命は男性 78.8 歳、女性 82.7 歳、合計特殊出生率は 1.80 である
（2010 年）
。本稿のテーマ
となる認知症をめぐる状況は表 1 のとおり。

2

介護・医療・社会生活支援・予防をめぐる制度

ニーズと需要に応じた住まい、生活支援・福祉、保健・予防、介護・リハビリテーション、
医療・看護が我が国の地域包括ケアシステムの構成要素といわれる
（図 1）
。そこでまず、住ま
いを除く 4 つの構成要素に対応するオランダの制度を概観しておくこととする。
オランダでは長期ケアの保障にかかる特別医療費保険
（AWBZ）が医療保険制度の一環とし
て整備されているため、医療保険制度の構成と介護及び医療にかかわる制度を紹介したうえ
で、社会支援法、公衆衛生法について触れる。
1

諸外国における統合ケアを巡る動向については、筒井孝子（2012）「地域包括ケアシステムに関する国際的

な研究動向」高橋紘士編『地域包括ケアシステム』オーム社を参照のこと。
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表1

オランダにおける認知症関連基礎データ（2012 年）

◦認知症の人の人数：2012 年に 25 万人（うち 1.2 万人が 65 歳未満）→ 2040 年に 50 万人。
◦診断：25 万人のうち認知症の診断を受けている人は 15 万人、受診・診断までの平均期間は 14 ヵ月、
診断から死亡までは 8 ～ 10 年。
◦一生のうち認知症になる可能性：20％。
◦認知症リスク：65 歳以上で 10% 以上、80 歳以上で 20% 以上、90 歳以上で 40% 以上。
◦生活：7 ～ 8 割が在宅（半数程度は独居）、6 万人がナーシングホーム・ケアホーム等。
◦認知症のインパクト：
▶頻度の高い疾患（common disease）のなかで患者自身の負担感が最大。
▶頻度の高い疾患のなかで最もコストがかかり、約 40 億 €（医療介護福祉支出合計の約 5％）。
年約 2.7% の伸びを予測。
▶家族や隣人として認知症の人のケアにあたる者が約 30 万人（平均週 20 時間を 5 年間）、約
半数が仕事 and/or 育児と両立、約 8 割が強い負担感（介護者の燃え尽きは入所の重要な要
因に）
。
（出所）Alzheimer Nederland（2012）
‘Cijfers en feiten over dementie’及び保健福祉スポーツ省提
供資料に基づき筆者作成。

なお、いずれの制度も改正年次が定められていないため、随時見直しが行われていることに
注意されたい。本報告書でも紹介されているように、とりわけ財政緊縮をうちだす新政権の成
立により、大幅な制度変更を伴いうるさまざまな議論が行われている
（ただし 2013 年 2 月に保
健福祉スポーツ省で行ったインタビューによれば、いずれも決定に時間を要する見込みとされ
ていることから、本稿では 2012 年時点の内容を記述する）
。
（1）医療保険制度の構成
医療・介護にかかる費用をまかなう医療保険制度は、社会保険方式を基礎に、1 年以上の医
療・看護・介護、すなわち長期ケアをカバーする第 1 層、治療可能な疾患に関する短期の医療
をカバーする第 2 層、以上の公的医療給付以外を扱う第 3 層から構成される。第 1 層と第 2 層
が全住民を対象とする強制加入の保険となる。
第 1 層が、長期に医療や介護を必要とする人々を過度の費用負担から保護することを目的と
して 1968 年に導入された特別医療費保険
（AWBZ）である。年齢や障がい種別による区別はな
い普遍的な仕組みとなっており、1 年以上の長期入院、ナーシングホームやケアホーム、身体・
精神障がい者施設でのケア、在宅ケア等をカバーする。具体的に給付対象となる機能は、①身
体介護（Persoonlijke Verzorging）
、②看護
（Verpleging）
、③ガイダンス
（Begeleiding）
、④リハ
ビリテーション等の治療
（Behandeling）
、⑤短期入所
（Kortdurend Verblijf）
、⑥ケア付き滞在
（zorg met Verblijf）
となっている。保険者は国である。
サービス提供（事業）
者
（すべて民間、主に非営利、一部営利）
との契約・サービス購入、保険
料の徴収、被保険者の相談対応といった AWBZ の運営実務については、国の事務代行者とし
て国内 32 の圏域ごとに当該圏域でマーケットシェアが高い民間保険会社がケアオフィスとな
り、その役割を担っている。
財源は保険料、国庫補助金と利用者の自己負担で、保険料は 15 歳以上の課税所得がある者
が課税所得比例により納付する。
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介護・リハビリ

医療
看護

保健・予防

生活支援・福祉

ニーズと需要に応じた住まいと住まい方

図1

我が国における地域包括ケアシステムの 5 つの構成要素

（出所）慶應義塾大学田中滋氏（地域包括ケア研究会座長）作成資料

第2層
（短期医療保険）は、以前は所得・職域により 3 つの制度が分立していたが、2006 年
の医療制度改革により、全国民を対象とした健康保険
（ZVW）に一本化された。保険者は民間
保険会社であり、被保険者に基本パッケージ購入を義務づけることで、国民皆保険を達成して
いる。政府が定めた基本パッケージは、家庭医
（後述）
による診療、病院・専門医・助産師によ
る医療、1 年未満の入院、18 歳未満の歯科治療、産後ケア、理学・運動・作業・言語療法や栄
養指導（限定的）
、禁煙指導等をカバーする。
財源は保険料、国庫補助金と利用者の控除免責額で、保険料は 18 歳以上の加入者全てが支
払う定額部分と所得比例部分の 2 つからなる。
第 3 層は以上の公的医療給付の対象とならない 18 歳以上の歯科、広範な理学療法等をカ
バーする補完的保険である。購入は任意だが、約 9 割が加入している。
（2）社会支援法
2007 年に社会福祉法と障がい者サービス法、特別医療費補償法の一部を統合して社会支援
法（Wmo）が施行された。同法の目的は、互助を活用しながらできる限り自立した生活と社会
参画を促すことにあり、地方自治体レベルで、その責任において住民ニーズに即した社会生活
支援を展開することとなった。
社会支援法のもとで地方自治体が実行すべき領域は多岐にわたるが、認知症の人に関連が深
い内容をみると、AWBZ から家事援助が Wmo の対象に切り替えられた他、住宅改修、移送、
福祉用具、地域社会におけるコミュニケーション促進
（友人の訪問、コミュニティセンター等
でのアクティビティ、レジャー等への参加）とソーシャルワーク等が含まれる。また、介護者
及びボランティアへの支援も地方自治体の役割と位置づけられた。
財源は税が中心であり、利用には各地方自治体が定めた自己負担が必要となる。
なお、サービスの給付は現物給付が中心だが、AWBZ、Wmo ともに現金給付も選択できる。
（3）公衆衛生法
公衆衛生は 19 世紀から地域で取り組まれ、早くから地方自治体の役割が明確化されてきた
が、近年さらに地方自治体のプライマリケアにかかる責任を強化する方向で公衆衛生法が改正
された（Wpg, 2008 年）
。
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地域における保健センター等を基盤とした予防・健康増進・ヘルスプロテクションの展開に
ついて、健康寿命延伸や健康格差是正の観点から見直し、例えば高齢者については自宅訪問等
をつうじて健康状態の把握と疾患の予防・早期発見に努めること、プライマリケア領域におけ
る多職種協働の推進・改善も地方自治体任務とされた。
財源は税が中心であり、一部
（予防接種等）
に自己負担が発生する。

3

ケア提供体制の変遷

ここでは、1960 年代以降のオランダのケア提供体制の変化について、脱病院化、脱施設化
とプライマリケアの充実に着目して整理し、特に 1990 年代以降の切れ目ないケア提供の推進
にかかる動向をまとめておく。
（1）1960 年代以降のケア提供体制の変化
オランダでは、1960 年代に専門医療にかかる医療費増大を背景として慢性疾患患者の脱病
院化がはかられ、その受け皿としてナーシングホームの数が急増した。そのため 1970 年代～
1980 年代にかけ、欧州で高齢者の施設入居率が最も高い国となる。
1970 年代に入り経済成長が鈍化すると、地域医療・予防を強調し、プライマリケアとセカ
ンダリケアの役割を分化、セカンダリケアへの直接アクセスをなくす方針が示され、多職種協
働のプライマリケアセンター整備等を通じて家庭医を中心とするプライマリケアの一体性が高
められるようになる。オランダでは、プライマリケアの専門医である家庭医が産まれてから死
ぬまで患者、家族に寄り添う医師、ヘルスケアシステムへのアクセスポイントとなり、地域全
体をサポートする。2
長期ケアについては、社会政策上コスト削減の必要性を背景に、自己責任と互助促進が強調
されたことに加え、障害者団体、のちに高齢者団体が
「自立」
「エンパワーメント」
「選択の自由」
を要求するようになり、以上の 2 つの文脈から、集中的で高いケアをより安いケアにシフトし
つつ
（「代替
（substitutie）」）、利用者・患者の自律と選択を保証し、それぞれのニーズにあわせ
た「個別仕立てのケア
（zorg op maat）
」
を目指すこととなった。ここでいう
「代替」
とは、脱施設
化のみならず、治療から予防へ、専門医から家庭医、医師から看護師やパラメディカル、看護
師から介護士へ、さらに専門職からインフォーマルケアへ、といった多様な意味を含むもので
ある。
脱施設化と高齢化に伴う慢性疾患患者の増加は、統合ケアを要請する。こうして 80 年代以
降、ヘルスケア・ソーシャルケアセクター内・間の水平的・垂直的統合が進み、プライマリケ
アとセカンダリケアの継続性改善に向けた中間ケアの発展、ケースマネジメントの発達がみら
れた。さらに、地域における組織的連携
（ネットワーク）
に基づく多職種チームによる切れ目な
いケア提供（慢性疾患、緩和ケア、認知症）
が推進されることとなった。
近年、ケアを必要とする高齢者の急増や費用の拡大、労働市場縮小が見込まれるなか、改め
て家庭医と地域看護師を中心として、地区レベルでの福祉や公衆衛生を含めた多職種によるプ
ライマリケアを充実させ、セルフマネジメントの推進と身近な関係のなかでの問題解決をはか
ることが重要といわれている。
2

オランダの家庭医療については、澤憲明（2012）「これからの日本の医療制度と家庭医療第 6 章オランダの

医療制度」社会保険旬報 no.2506 を参照のこと。
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オランダのケア提供体制（出所 : 筆者作成）

（2）Chain of Care：切れ目ないケア提供に向けた連携
「Chain of care」
とは、ふつう臨床ガイドラインやプロトコル等に導かれる連続的な臨床段階
に応じて、必要なヘルスケア及び社会的支援が切れ目なく提供されるための連携・協調を意味
する。疾病管理は、特定疾患のライフサイクルあるいはトータルなヘルスケアを通じた地域住
民に対する臨床的介入や資源の連携により、ケアとその成果を改善する体系的アプローチのこ
とである。両者の中核は、多職種・学際的チームとケースマネジメントの活用にあり、全ての
患者グループに応用できるが、とりわけ虚弱高齢者を含む深刻な慢性疾患を抱える者に対して
適用される。
オランダでは、80 年代後半に中間ケア
（transmurale zorg）
の概念が導入され、1994 年に
「シェ
アードケア、よりよいケア
（Gedeelde Zorg, Betere Zorg）
」
報告により、とりわけ慢性疾患患者
に対するプライマリケアとセカンダリケアの継続性の改善、共同責任に基づく利用者中心の個
別仕立てのケアに向けた改革の必要性が謳われた。中間ケアは、オランダ版 Chain of care の
萌芽と位置づけられる。
1990 年代以降、病院、介護施設、家庭医、在宅ケア、ソーシャルケアといった従来病院・
施設ベースと在宅ベースで別々に機能していたケア提供
（事業）者が地域レベルで連携し
（ある
いは既に形成されていたケアネットワークにおいて）
、共同マネジメントによる効率的でシー
ムレスなケア提供に向け、さまざまな中間ケアプログラムに取り組むようになった。中間ケア
プログラムには、プライマリケアとセカンダリケアにかかるケア提供者が一緒にケアを提供す
る、セカンダリケアのサポートを得ながら在宅ケアを提供する、入院・入所、退院・退所といっ
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た移行段階での両者が連携するといったものが含まれる。
例えば脳卒中についてみると、90 年代後半から、ケア提供
（事業）者の地域ネットワークに
おける疾病管理プログラムが多く見られるようになり、成果指標の開発とベンチマーク、ガイ
ドライン更新等が行われた。2006 年には全国の脳卒中ケア連携グループのネットワーク組織
が創設され、情報共有のみならず、ベンチマーク、ケア連携グループのコントロール、教育研
修、慢性期ケア等のワーキンググループにおいて、よりよいケア連携に向けた検討が重ねられ
ている。
また、糖尿病についてもセカンダリケアのなかでのシェアードケア、プライマリケアを含む
疾病管理プログラムがいくつかの地域で計画的に実行・評価され、1995 年に糖尿病ケア提供
（事
業）者、研究者等のアンブレラ組織としてオランダ糖尿病連盟
（NDF）が発足し、ケアプロセス
の内容・組織間連携のデザイン・品質管理と結果のモニタリング
（質の指標）
等を含むケア基準
の本格的な整備が始まった。2006 年からは NDF 等により 45 歳以上や移民等を主なターゲッ
トとして全国糖尿病予防キャンペーン（Kijk op Diabetes）が展開され、地域レベルでの家庭医
や地方自治体の保健センター（GGD）
等による早期発見・予防、生活指導等が活発に行われた。
こうした地域での実践・評価やケア基準の整備等を経て、政府は①慢性疾患患者増加スピー
ドを遅らせる、②発症を遅らせる、③合併症を予防・遅らせる、④慢性疾患患者の QOL を向
上させること、すなわち慢性疾患にかかるコスト削減とケアの質改善を目指し、①ケア基準の
整備発展、②予防・治療・介護の連携強化、③セルフマネジメント支援、④多職種による統合
ケア（Ketenzorg）
の推進を柱とする慢性疾患の疾病管理プログラム構築を提唱した。
さらに 2010 年以降、4 つの慢性疾患
（糖尿病、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）
、心不全、脳心血
管疾患リスク）について、ケア基準に基づいて統合ケアを提供するケア連携グループに対する
成果に基づく包括払い
（Keten-DBC）
への移行が順次進められることになった。
保健福祉スポーツ省は、ヘルスケア研究開発機構
（ZonMw）を事務局としてさまざまな慢性
疾患のガイドライン・ケア基準開発に携わるプロジェクト間の調整、共通テーマに関する議論
の場となるプラットフォーム
（Coördinatieplatform Zorgstandaarden）
を設置し、ケア基準のモ
デル策定等をつうじて、基準間の調和をはかっている。なお、これらのケア基準策定の概念的
背景は、Wagner らによる慢性疾患ケアモデル
（CCM）
にあるといわれている
（図 3）
。
4

認知症国家戦略―「コーディネートされた認知症ケア」
実現に向けて

前述のように、1990 年代から、慢性疾患や緩和ケアにかかる統合ケア
（Ketenzorg）が推進さ
れてきていたが、2002 年の健康審議会による認知症の人及び認知症ケアの現状と課題に関す
る答申を契機に、
「コーディネートされた認知症ケア」の実現に向けて国を挙げた取り組みが本
格化した。
現在までに大きく 3 段階の発展がみられる。第 1 段階は地域レベルでの認知症の人と介護者
の視点からみた課題抽出と改善に向けたプロジェクトの展開を通じた
「良い認知症ケア」
像の明
確化、第 2 段階は統合ケアのガイドライン作成、またそれに基づくケアオフィス
（2（1）参照）
によるケアの購入に関する地域での実験・普及、第 3 段階はガイドラインの見直しとケア基準
の策定である。
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Wagner らの慢性疾患ケアモデル

（出所）Wagner, E.H., Davis, C., Schaefer, J., Von Korff, M., and Austin, B. (1999)
‘A survey of leading chronic disease management programs: are they consistent
with the literature?’, Managed Care Quartely 7(3)., Wagner, E.H., Austin, B.T.,
Davis, C., Hindmarsh, M., Schaefer, J., and Bonomi, A.(2001)‘Improving chronic
illness care: translating evidence into action’,Health Affairs 20(6).

（1）全国認知症プログラム
第 1 段階は全国認知症プログラム
（Landelijk Dementie Programma：LDP、2004 ～ 08 年）。
全国 57 地域において認知症の人、介護者とケア提供
（事業）者から成るワーキンググループを
設け、当該地域の認知症ケアの課題抽出・優先づけ、緊急度の高い問題改善に向けた 3 ～ 4 つ
のプロジェクトを実施した。
特徴は、ワーキンググループに認知症の人と介護者を必ず含めたことにあり、認知症の人と
介護者の言葉を用いて整理された
「各地域で」
「認知症の人と介護者が日常直面している問題」が
出発点となった。同プログラムはアルツハイマー協会の地位向上も意図しており、これには各
地の協会支部が重要な役割を果たした。
緊急度が高いとされた問題領域の上位は、①気分や行動上の問題に対する本人の恐怖・怒り・
混乱、②介護者のストレス・不安・孤独感、③施設入所への抵抗感、④何かがおかしいが原因
も対処法もわからない、⑤専門職とうまくコミュニケーションできない
（コミュニケーション・
連携不足、専門職の知識不足等）
であった。
改善に向けて取り組まれたプロジェクトの上位は、①ケースマネジメント、②認知症および
認知症ケアに関する情報の充実、③早期発見・診断、④家族介護者支援・レスパイトケア、⑤
専門職教育、となった。
LDP は「利用者視点に基づく良い認知症ケア」の明確化のみならず、各地域における多様
な連携、現場の熱気の高まり、ケースマネジメントの開始・拡大等大きな成果を挙げた。
LDP に参加した関係者はプログラム終了後も全国認知症ネットワーク
（Landelijk Netwerk
Dementie：LND）
を形成し、知見共有を重ねている。
しかし統合ケアに対する財政的インセンティブがなかったことからマネジャークラスの理解
が十分得られず、提供
（事業）
者間の組織的連携が未成熟であることが課題とされた。
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（2）認知症統合ケアプログラム、認知症ケア基準の策定
そこで、第 2 段階の認知症統合ケアプログラム
（Programma Ketenzorg Dementie：PKD、
2008 ～ 11 年）では、認知症の人・介護者の状態とニーズに応じてコーディネートされた認知
症ケア（いわゆる認知症ケアパス）
の開発、組織的連携
（ネットワーク）
に基づく統合ケアのガイ
ドラインの作成、ガイドラインに沿ったケア購入に向けた地域での実験・質の評価、認知症の
人と介護者に対する体系的な支援を提供するケースマネジメントの発展をめざした。
標準的なガイドラインは、保健福祉スポーツ省・アルツハイマー協会・ケア事業者団体・保
険会社連合が主導して作成。診断前、診断とケアへのアクセス、ケアやサービス提供という 3
つのフェーズにおいて、質の高い認知症ケアに向けた 17 の構成要素、関与すべき関係者
（機
関）を整理し、連携の要であるケースマネジャーの役割・要件、統合ケアの質の評価指標、調
達プロセス等を盛り込んだ。
16 地域で各地域版ガイドラインに基づく連携構築とケア購入に関する実験を経て、2011 年
までに全国約 90％の地域でケースマネジメントを含む認知症統合ケアが提供されるように
なった。しかし、地域によるばらつき、質の評価指標の有用性が課題とされた。
これを受け、第 3 段階として、PKD で作成されたガイドラインにおけるケアプロセスの内
容改善、組織間の効果的な連携の在り方、質の評価指標改訂、ケースマネジメントの定義明確
化等をとりまとめ、認知症ケア基準の策定が進んだ
（Zorgstandaard Dimentie、2011 ～ 12 年）
。
同基準は初めての医療・介護・福祉をつうじたケア基準であり、今後全国に普及予定である。
（3）今後の展望
統合ケアの進捗状況は定期的に研究機関によりモニタリングされており
（2010 年以降年 1 回
これまでに 3 回）
、認知症の人と介護者によるケアの改善の体験、地域における認知症ケアに
かかわるステークホルダー間の協働の深化、ケースマネジメントの利用可能性向上等の観点か
ら、コーディネートされた認知症ケアの浸透がはかられてきているとされる。
ただし、全ての地域での組織的連携
（ネットワーク）
の形成、地方自治体の積極的な関与によ
る社会サービスの充実、統合ケアの支払等の課題が残されている。
これを受け、パブリック・プライベート・パートナーシップ
（PPP、官民連携）に基づく認知
症デルタプランと呼ばれる新たな計画が議論されている。この計画にはケア基準に基づく統合
ケア推進、それに向けた教育の充実に加え、産学官連携の認知症にかかわる長期的な研究開発
計画、全国認知症登録システム、認知症ケアポータルサイトの構築等が含まれている。

5

認知症ケースマネジメントの先進事例

オランダでは、1980 年代以降の脱施設化の流れのなかで、ケース
（ケア）マネジメントが発
展をみた。ただし基本的に制度上の位置付けはなく、ケースマネジメントの在り方は極めて多
様である。
こうしたなか、認知症ケアについては各地域のケア提供組織間連携の中で、独立してケース
マネジメントの役割を担う専門職を割り当てる動きが多くみられるようになった。
彼らは認知症ケースマネジャーと呼ばれ、認知症の疑いが出てから死亡
（もしくは入所）
に至
るまで、認知症の人と介護者に対するコーディネートされたケア・サポートの体系的な提供の
窓口となる。
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本節では組織間連携を基盤とする認知症ケースマネジメントの先進事例として Geriant 財団
をとりあげる。
（1）診断・治療・ケースマネジメントと介護者支援を担う独立組織
Geriant 財団はオランダの認知症ケースマネジメントの先駆けのひとつであり、国家戦略に
おける認 知 症ケースマネジメントや認 知 症ケースマネジャーの発 展にも大きく貢 献している。
地域のナーシングホームとメンタルケア組織のネットワークが母体となり、2000 年に認
知症診断・ケースマネジメントチーム
（Dementie Onderzoeks- en Casemanagement team：
DOC-team）が発足。その後、外来治療および急性増悪期の短期集中治療
（16 床）等のための
DOC-centrum を創設した。これらが 2003 年に独立した組織体、Geriant 財団となる。
Geriant における認知症ケースマネジメントの目的は、認知症の人と介護者の QOL を維持
しながらできる限り認知症の人の住み慣れた家での暮らしをサポートすること。Geriant モデ
ルの特徴は、
「多職種チームによる cure と care の包括的な提供」にある。ここには診断、治療、
ケースマネジメント、介護者支援、限定的な在宅ケア等が含まれる。
現在、北オランダの人口 60 万人エリア
（高齢化率 14％）で在宅の人を支える 4 つの DOCteam、ケアホームや高齢者住宅に住む人のための Geriant-wonen、DOC-centrum を擁する。
スタッフ約 190 人
（うち認知症ケースマネジャー約 70 人）
、利用者約 3,700 人、営業利益は
約 1,100 万ユーロで
（2011 年）
、短期医療保険
（精神保健の包括払い）
を主たる財源とする。
（2）多職種チームマネジメントの実際
DOC-team は、10 人程度の認知症ケースマネジャー、在宅で老年精神看護を提供する看護
師（TOP-zorg）
、老年医、精神科医、心理士、認知症コンサルタント等各 1 ～ 2 人から成る。
Geriant のケースマネジャーは、全員が認知症ケアの経験を持つ学士レベル以上の看護師で
あり、独自に開発した研修を修了している
（現在アルツハイマー協会の支持を得て高等職業教
育訓練機関で実施）
。この研修は、単にケアをコーディネートするだけでなく、多職種チーム
と協働で治療と介護
（臨床ケースマネジメント）
、福祉を横断して認知症の人と介護者に効果的
な援助を展開する力を身につけることを目的としている。
認知症の兆候が見られる人と介護者は、主に家庭医や在宅ケア組織、病院等の紹介によって
Geriant にやって来る。ケースマネジャーと DOC-team の医師や心理士が自宅を訪問、本人や
家族等と面談し、介護拒否等がある場合は必要に応じて TOP-zorg が期間限定で在宅老年精神
看護を提供しつつ、できる限り生活の場である自宅において診断を行う。各職種のアセスメン
ト結果をもとに多職種チームミーティングにおいて治療・ケア・サポート計画
（投薬、行動療
法、看護・介護、家事援助、認知症の人と介護者へのガイダンス・カウンセリング、介護者支
援）を立案、ケースマネジャーが本人と介護者に説明・合意の上、必要な援助を調整する。
その後、ケアはすべて地域の在宅ケア組織等に、治療も随時家庭医等に引き継がれるが、
ケースマネジャーは、認知症の人が亡くなる
（あるいは入所する）
まで一貫して援助する。また
他のケア提供
（事業）者や介護者を交えた利用者ごとのカンファレンスをもとに、DOC-team が
継続的に専門的見地からモニタリングを行う。
すなわち Geriant に紹介された認知症の人
（とその介護者）には、医療のパートナーである家
庭医に加え、DOC-team を基盤とするケースマネジャーが、ケア・サポートのトータルなパー
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トナーとして寄り添い続けることとなる。
（3）介護者と専門職への支援と助言
Geriant の援助対象は、認知症の人だけでなく、介護者や地域の専門職にも及ぶ。介護者に
はケースマネジャーを中心とする DOC-team の専門職が日常的にサポートを提供、Geriant は
介護者支援コースを設けるほか、アルツハイマー協会等が開発したアルツハイマーカフェも主
催する。また、認知症の人と介護者を統合的にサポートするミーティングセンターと呼ばれる
地域のデイケアを紹介することもある。
さらに、地域の認知症ケア提供
（事業）
者の専門職や家庭医には、研修の開催に加え、認知症
コンサルタントが助言・アドバイスを行う。

6

むすび

コスト削減の必要性だけでなく、ケアを必要とする当事者の市民・消費者としての参加・発
言を推進力として
（脱病院化に次ぐ）
脱施設化を進め、地域における家庭医と地域看護師を中心
とした多職種によるプライマリケアの充実と並行して、切れ目ないケアの提供を模索してきた
オランダ。
認知症については、各地域での認知症の人と介護者視点による問題抽出を出発点として課題
解決とよい認知症ケア実現に向けた多様なネットワーク形成を促進、これをもとに認知症ケア
パスを開発し、地域を基盤としてコーディネートされた認知症ケアを実現しつつある。本稿で
は、政策動向とあわせ、多職種チームを基盤とした認知症の人と介護者への包括的で一貫した
援助を展開する認知症ケースマネジメントの独立組織を紹介した。
認知症の人も介護者も、そして専門職や行政も、ともに同じまちで暮らす住民として地域を
よりよくしていく対話をどのように行うか。家庭医療の役割・機能が明確に合意されておら
ず、患者と地域に寄り添う家庭医が普及していないなか、いかにして認知症の人の伴走者をデ
ザインするか。オランダの挑戦は、オレンジプランの推進に向けてもさまざまな論点を投げか
ける。
さらに、オランダでは、さまざまな専門性を持つ最大 12 人の地域看護師による地域密着の
自律型チームが全プロセスに責任を持ち、あらゆるタイプの利用者にトータルケアを提供する
在宅ケア組織（Buurtzorg Nederland 財団）
が急成長し、世界的に注目を集めている。3
地域のなかで、ある疾患
（さらにそのある段階）
だけに焦点をあてるのではなく、患者中心の
全人的ケアを長期的にどのように実現していくかという観点を忘れてはならない。
＊本稿は、堀田聰子（2013）
「オランダの認知症ケア－各地域の利用者視点による問題抽出を起点に」
『日本認知症ケア学会誌』11（4）pp.781-787 を加筆修正したものである。なお、関連制度及び及びケ
ア提供体制、従事者にかかる詳細及び参考文献は、労働政策研究・研修機構ホームページで公表して
いるディスカッションペーパー「オランダのケア提供体制とケア従事者をめぐる方策」及び日蘭認知
症ケアにかかる調査研究報告書（今夏公表予定）を適宜参照されたい。

3

堀田聰子（2012）
「在宅ケアのルネサンス―Buurtzorg」医学界新聞第 2986 号を参照のこと。
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（注）

は特別医療費保険（AWBZ）、

は健康保険（ZVW）
、

は社会支援法（Wmo）がカバーする。

（出所）2013 年 2 月に行った Stuurgroep Dementie DWO（同地区における認知症ケアにかかわる機関のネットワーク運営委員会）メンバーに
対するインタビューに基づき筆者作成。

発見
家庭医

在宅ケア

福祉団体の活動

兆候・助言

CIZ

Wmo
窓口

高齢者
アドバイザ

資料：地域における認知症統合ケアと関連制度間の役割分担の例
認知症の人をめぐるケアの流れ、組織間連携と情報共有のあり方、財源の運用は地域の実情に応じて多様である。
ここでは、Delft・Westland・Oostland 地域におけるケアの流れと関連する制度間の役割分担を例として紹介する。

兆候
多機関協議

第6章
医療保育士の専門性と課題
松田典子
（実践女子大学）

1

はじめに

我が国の保育士は、1999（平成 11）年に保母から保育士への名称変更、2003 年
（平成 15）年
に児童福祉法改正に伴う国家資格化、2008（平成 20）年に保育所保育指針の改正など、近年の
保育士制度は目まぐるしく新しい展開がなされている。
保育士は一般に保育園などの保育現場で働く場合が多いが、それ以外にも様々な場所で活躍
している。保育士資格は、厚生労働省が管轄する資格であるが、例えば、乳児院、児童養護施
設、知的障害児施設といった児童福祉施設で働く保育士もいる。また実際に保育士として現場
に出てからだけでなく、その前段階の保育士資格取得のためには、大学、短期大学、専門学校
といった保育士養成校で保育士資格を取得するための履修要件として、少なくとも児童福祉施
設で 2 週間
（11 日間以上）の実習を行う必要がある。この実習を行う児童福祉施設とは、保育
所及び乳児院、母子生活支援施設、障害児入所支援施設、児童発達支援センター（児童発達支
援及び医療型児童発達支援を行うものに限る）
、障害者支援施設、指定障害福祉サービス事業
所
（生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る）
、児童養護施設、
情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童相談所一時保護施設又は独立行政法人国立
重度知的障害者総合施設のぞみの園である
（
「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準につい
て」厚生労働省（平成 24 年 3 月 30 日）
）
。養成校の学生はこれらのいずれかの施設で施設実習を
行い、保育士資格取得に必要な単位を得なければならない。
これまでに施設で働く保育士の専門性の問題は、1970 年代以降、特に議論されていた。施
設で働く保育士にとって、保育士養成校における児童福祉施設の種別に応じた専門科目が十分
であるとはいえないとされたのである。こうした議論は 80 年代も続き、福祉施設で働く保育
士には、保育園で働く保育士との共通性と同時にそれぞれの専門性を深める必要であると議論
されてきた。しかし、結局、具体策や議論が深まることなく、現在においても、保育園や児童
福祉施設で働く保育士は、共通した保育士資格となっている。
またこのような福祉施設で働く保育士だけでなく、主に小児病棟などの医療現場で働く保育
士もいる。このような医療現場で働く保育士のことを
「医療保育士」
という
（
（
「医療保育士」
「病
、
棟保育士」などと呼ばれることがあるが、ここでは
「医療保育士」
で統一する）
。医療保育士の学
びの場としては、保育士養成校における保育士になるための学びの段階としては、
「子どもの保
健 I」
（ 講義 4 単位）、
「 子どもの保健 II」
（ 演習 1 単位）
「子どもの食と栄養」
、
（演習 2 単位）が子ど
もに対する健康や保健の知識として関連が深い科目である
（前述の
「指定保育士養成施設の指定
及び運営の基準について」
）
。しかし、保育士資格取得後、実際に医療現場で保育士が病児に対
して保育を行う場合には、通常の保育とは違った、医療に関わる専門的な知識が必要と言われ
ていた。
そこで、医療現場における保育士の専門資格については、2007（平成 19）年、日本医療保育
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学会認定の
「医療保育専門士」
が創設された。これまでの保育士養成課程では、医療・保健に関
連する科目は十分ではなかったため、この医療保育専門士は、従来の保育士資格を保有してい
ることを前提に、さらに医療保育専門士の資格取得のための研鑽
（研修、レポート、論文の作
成等）を積み上げることで、医療現場での保育に必要な専門知識や技術を上乗せさせるという
仕組みとなっている
（表 1）
。
日本の医療現場における保育士の専門資格である医療保育専門士制度は、まだ始まったばか
りであるが、それから医療現場での保育士の活躍の場は増えており、その必要性が言われてい
る。1997（平成 9）
年に全国病棟保母研究会
（現在の日本医療保育学会の前身）
が発足した年には、
病棟に保育士を導入している病院等はわずか 126 カ所であったが、その後、上記の学会の基礎
調査の結果によると、2004（平成 16）年には病棟等に保育士を導入している病院は約 300 カ所
に倍増し、導入を考慮中の病院も 39 カ所あることが明らかになっている
（
「日本医療保育学会」
ホームページを参照）
。

表1

医療保育士の資格認定制度の概要

＊目的と設立趣旨
医療保育の発達向上ならびに疾病に罹患した小児の QOL 向上をめざすこと。
そのためには本研修制度を確立し一定の水準に達することが大切で、研修終了者には「日本医
療保育学会認定・医療保育専門士」として専門資格を付与する。
＊対象（受講資格）
以下のすべてを満たす者
・日本医療保育学会会員
・保育士国家資格の有資格者
・病院・診療所・病（後）児保育室・障害児施設等で常勤 1 年以上の経験者。非常勤の場合は年
間 150 日以上かつ 2 年以上の勤務経験者
＊資格認定にいたる過程
1. 資格認定制度への参加登録申請
以下を提出する。
参加登録申込書、保育士免許の写し、履歴書、在職証明書、勤務先からの推薦書、資格認定研
修費（3 万円）
2. 資格認定研修会への参加 ( 表 2)
3. 研修課題終了認定の手続き
以下を提出し、事例研究論文審査を受ける。
・自己学習課題レポート 7 領域を各一編（各 2,000 字）の提出
・研修講義・課題を踏まえた
①課題レポート（2,000 字）、② 事例分析レポート（12,000 ～ 14,000 字）の作成
・事例研究論文の作成
認定研修終了後 1 年以内に、本文 400 字換算で 30 枚以上（文献含む）の論文の提出
事例研究論文審査合格者は、資格認定委員会による面接口頭試問を受ける。本試問合格後、
資格認定手続きと登録を行う（認定登録料 2 万円）。その後「日本医療保育学会・医療保育専門士」
の資格認定証の交付となる。
＊資格更新について
1. 資格認定制度への参加登録申請
資格取得後 5 年以内に本会規定の資格更新に必要な手続きを行う。（詳細は検討中）
出典：日本医療保育学科 HP

57

また 2006（平成 18）年に長嶋らが行った調査によると、小児科の病床を有する 3,104 医療施
設（有効回答率 97.3％）のうち、病棟に保育士を導入していると回答したのは全体の 10.2％で、
導入している保育士の総数は 1,363 名であった
（帆足・長嶋
（2007）
）
。保育士の配置数は、もっ
とも多いのが 1 名配置で 105 施設（34.5％）
、次いで 2 名配置 48 施設
（15.5％）となっており、1
～ 6 名導入している施設は全体の 77.6% を占める結果となっている。

2

我が国の医療保育士の歴史

先に述べた医療保育専門士の資格ができる以前より、小児病棟などの医療現場で働く保育士
は、我が国でそれほど多くはいないがすでに存在していた。
我が国においては、1954 年、聖路加国際病院の小児病棟で保母が導入されたのが最初とさ
れている。また 1965 年、国立療養所の重症心身障害児病棟に保母が導入された。
こうした医療現場で働く保育士が求められるようになった背景には、戦後の医療技術の進歩
にも一因がある。これまで治せなかった病の治療が可能となってくると、生存率が格段に向上
し、長期に渡って病院で過ごし、治療を続ける子どもが増えた。さらに、医療向上に伴い、単
なる医療技術のみならず、患者の精神面のサポートや生活の質の向上を目的とするケア
（care）
が求められるようになってきたことから、患者である入院児の発達を促すために、子どもの精
神的欲求を受け入れ、情緒的刺激を与え、子どもの成長を促す保育士の役割の重要性がわかっ
てきたのである。
その後、実際に医療保育専門士資格制度をはじめ、医療現場での保育士の制度化が進むよう
になったのは、1990 年代後半からである。1998（平成 10）
年 5 月、
「病棟保育士配置促進モデル
事業の実施について」
（厚労省）の通知が、医療保育専門士の資格を設立するきっかけとなった
と考えられている。またこの前年の 1997（平成 9）年 6 月、医療保育専門士の認定団体である
日本医療保育学会の前身となる全国病棟保母研究会が発足している。同研究会は、2001（平成
13）年に日本医療保育学会へと名称変更を行った。それから 2007（平成 19）年に、
「医療保育専
門士」資格ができたのである。

3

医療現場の保育士の国際的な動向

これまでの治療重視から患者である子どもの QOL 向上を目指す潮流は、患者の権利擁護の
動きにも影響を受けている。1980 年代に、イギリスで
「ホスピタル・プレイ・スペシャリスト
（HPS）
」、アメリカで「チャイルド・ライフ・スペシャリスト
（CLS）
」という入院児を対象に遊
びのプログラムを提供し、苦痛や精神的負担を和らげることを主な業務とする専門職の国家資
格ができた。また 1988 年 5 月には、オランダのライデンで開催された、第 1 回病院の子ども
」が採択されている
（病院の子どもヨーロッパ協会
会議で、
「ライデン憲章
（病院の子ども憲章 1）
（European Association for Children in Hospital, EACH）
）
。このように 1980 年代の欧米諸国
では、入院児の権利擁護が急速に進展した。それから少し遅れて、わが国では 1994 年の
「児童
の権利に関する条約」の批准によって子どもの権利意識が向上し、病児であっても発達する権

1

「病院の子ども憲章」
（EACH CHARTER ／ EACH 憲章）については、病院の子どもヨーロッパ協会の日

本の準会員団体である「子どもの病院環境＆プレイセラピーネットワークのホームページに詳しい
（http://www.nphc.jp/charter.jp.htm）
。
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利を保障しなければならないという観点から、子どもの発達を支援するために保育士が病院に
配置されるようになってきた。
この米国のチャイルド・ライフ・スペシャリスト
（CLS）
や英国のホスピタル・プレイ・スペシャ
リスト
（HPS）は、今では日本で多く知られるようになり、日本における研究もかなりなされて
いるが、オランダにおける医 療 現 場での保 育 士についてはほとんど知られていない。
ここで、先に現在のオランダの病院について述べると、すべての病院で子供の病棟があり、
入院中の子供の保育や子供が入院中に学校の勉強についていくための多くの施設を設置した子
ども用の特別な病院も整備されている。また子供病院や子供病棟の一部が必要に応じて親が子
どもと一緒に一晩滞在するための宿泊施設を持っている。
その中で、例えば、オランダの UMC は、患者のケア、教育、研究を行っている医療セン
ターである UMC St.Radboud の例を挙げると、医師や看護師などの医療従事者、また病院内
の教科を担当する教師とは別に教育スタッフ
（De pedagogisch medewerker）がいる。この教
育スタッフは、病室ではなく、プレイルームなどで子どもと遊んだり、手術前のサポートをし
ている。
またドイツにおいても、チャイルド・ライフ・スペシャリスト
（CLS）
やホスピタル・プレイ・
スペシャリスト
（HPS）といった専門職種があるのではなく、病棟における医療現場では保育士
が勤務している。
このように、欧米諸国において、各国で医療現場における子どものケアに重点が置かれ、病
院内に保育室などの施設が整備されるようになっているが、それを支える保育スタッフの在り
方はそれぞれ異なっている
（表 2）
。

4

医療保育士の位置づけの問題

これまでの医療保育士に関する研究では、医療保育士の専門性や他の医療職種との協業につ
表2

医療保育士の国際比較
日本

米国

英国

ドイツ

オランダ

名称

医療保育専門士

チャイルド・ラ
イフ・スペシャ
リスト（CLS）

ホスピタル・プ
レイ・スペシャ
リスト（HPS）

－

認定
機関

民間資格（日本
医療保育学会認
定）

国家資格

国家資格

－

－

取得
条件

1） 保 育 士 資 格
の有資格者
2） 日 本 医 療 保
育士学会員
3） 病 院 等 の 勤
務が 1 年以上

－

－

－

－

備考

独占資格ではな
い。保育士資格
のみでも病棟な
どの医療現場で
働く保育士がい
る。

医療現場で働く
保育士のための
特別な養成はな
く、一般の保育
士が勤務。※ 1

一般の保育士等
が勤務。※ 2
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いて、次の点が指摘されている。
まず、山田（2009）
は、保育士が現状では病院の看護部に所属していることが多く、その場合
には保育士の専門知識・技能が十分に生かされないことが多いことを指摘する。看護師は医療
行為と生活支援の両方ができるが、保育士は医療行為ができない。そのため、保育士よりも看
護師を雇用した方がよいと病院は考えるため、子どもへの支援という点での保育士の専門性が
発揮できない。
次に、吉田（2010）
は、小児病棟に配置される保育士の位置づけについて、診療報酬の加算方
法という制度的な問題によって保育士が看護師より低い地位にみなされる可能性があることを
示唆している。2002 年より医療保険制度において保育士配置による加算制度が導入されるよ
うになった。しかし、現行の診療報酬の加算方法は、医療管理料の加算届出に関わる保育士以
外は、看護補助者とみなされる場合があるため、そのことが職種の序列化を生みだし、保育士
の地位や待遇について他職種より低位に位置づけられる可能性があることを指摘している。
また日本学術会議
（2008）では、小児病棟に保育士が配置されている施設は 2 割程度であり、
平成 18 年から保育士を配備する小児病棟に保育士加算が認められているが、高次医療施設に
は認められていないことを指摘している。
また米国のチャイルド・ライフ・スペシャリスト
（CLS）や英国のホスピタル・プレイ・スペ
シャリスト（HPS）の資格取得者を雇用する国内の医療機関もある。このうちの国内のチャイル
ド・ライフ・スペシャリスト（CLS）の活動状況の実態を把握する調査からは、遊び内容や親支
援、プリパレーションなど CLS としての本来の業務に従事しているが、雇用形態は非常勤で
不安定である場合が多いことが考察されている
（下村ほか
（2008）
）
。
このように、医療現場で働く保育士の専門性、また他職種との区分と協業が問われている。

5

今後の展開

本稿では、主に小児病棟などの医療現場で働く保育士
（医療保育士）
に着目し、我が国におけ
る医療保育士の歴史的な経緯や現状、また他国における医療保育士の動向を述べ、またこれま
での研究における医療保育士の専門性に関する課題を整理した。
はじめに、我が国の保育士制度については、2007（平成 19）
年、日本医療保育学会認定の
「医
療保育専門士」が創設され、保育士資格に加えて、研鑽
（研修、レポート、論文の作成等）を積
み上げることで、医療現場での保育に必要な専門知識や技術を上乗せさせるという仕組みと
なっていることを述べた。またこの専門資格ができる以前にも、小児病棟などの医療現場で働
く保育士はすでにおり、1954 年、聖路加国際病院の小児病棟で保母が導入、また 1965 年、国
立療養所の重症心身障害児病棟に保母が導入されている。
次に医療現場の国際的な動向では、アメリカの
「チャイルド・ライフ・スペシャリスト
（CLS）」
、イギリスの「ホスピタル・プレイ・スペシャリスト
（HPS）
」という入院児を対象に遊
びのプログラムを提供する専門職の国家資格がある。また日本国内の病院においてもこれらの
資格所有者が病院等の医療現場で活躍している。
さらにこれまでの研究における医療保育士の医療現場における協業とその中で指摘されてい
る課題を概観した。医療保育士の専門性については、保育士が現状では病院の看護部に所属し
ていることが多く、その場合には保育士の専門知識・技能が十分に生かされないことが多いこ
と、また看護師は医療行為と生活支援の両方ができるが、保育士は医療行為ができないため、
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保育士よりも看護師を雇用した方がよいと病院は考えるため、子どもへの支援という点での保
育士の専門性が発揮できないといったことがある。また小児病棟に配置される保育士の位置づ
けについて、診療報酬の加算方法という制度的な問題によって保育士が看護師より低い地位に
みなされる可能性があることを示唆している。
このような問題に対しては、今後、医療現場において保育士が子どもの成長・発達の支援と
いう本来の専門性を発揮するために、保育士の待遇の改善・向上、診療報酬上の保育技術の位
置づけなどが必要となるであろう。
また本稿では、我が国の医療保育士の現状とその歴史的な背景を中心に見てきたが、今後、
オランダを中心とした諸外国のおける医療現場で働く保育士の位置付けや他の医療職種との協
業の在り方をさらに明らかにすることが課題である。
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1. 医療・介護制度の資金調達及び調整に関わる組織・機関
オランダの医療・介護サービスの確立、推進、実用化には、以下の組織・機関が多かれ少な
かれいくつかの点で関わっている。ここには GP、病院、グループ・ホームなど医療・介護サー
ビス給付に直接かかわる組織・機関は含まれていない。これらの組織・機関については既に第
1 回報告書で説明したが、福祉未来研究所の要請により、さらに詳細を解説する。
1.1 中央管理庁
（CAK）
CAK の役割は主として 3 つある：
1. AWBZ と WMO サービスの一部自己負担を確立したこと、そしてそれを徴収すること
である。負担金額は Client の収入
（賃金、公的年金、民間年金、投資への利子など）
、家
族状況（婚姻、内縁を問わず配偶者の有無）及び AWBZ の認定資格の有無によって左右
される。
2. ZVW の免責額の一部とその他の費用を補うため、慢性疾患の患者や身体障害者のため
の補償金を確立したこと、そしてその補償を支払うことである。慢性疾患や身体障害の
場合は、医療サービスの費用が極めて高額になり、毎年必ず免責額を支払うことにな
る。もともと免責額の徴収を始めたのは、医療サービス施設の使い過ぎを防ぐためだ
が、慢性疾患や身体障害の場合は医療サービスの利用を止めるわけにゆかず、免責額を
設けても何の影響もない。さらに重要なのは、補償金のないまま免責控除を適用する
と、障害を持つ市民と健康な市民との所得格差を益々広げることになる。これはオラン
ダ政府が ZVW を通じて実現させようとしていた事と正反対の結果を生む。
3.

AWBZ サービスを提供する医療サービス提供者に資金を拠出する。CVZ は AWBZ の財
源を管理している。AWBZ の財源は、課税対象となる収入を得ているオランダ市民か
ら徴収し、それを CAK に拠出する。CAK は資金を医療サービス組織、
Client、医療サー
ビス提供者に分配する。
（Care Office がサービスの支給を指図し、医療サービス提供者か
ら請求書を受け取る。
）

CAK は AWBZ 設立の後、1968 年に設立された。オランダ政府が CAK を設立したのは、
健康厚生スポーツ省（VWS）の法令の施行を委託するためであった。現在はおよそ 1100 人のス
タッフが CAK で働いている。
1.2 ケア判定センター（CIZ）
CIZ は AWBZ サービスを希望する市民の認定を行う唯一の機関である。CIZ からの認定が
なければ、AWBZ サービスを受けることはできない。Client 自身か、医療サービス提供者の
スタッフが CIZ の認定申込書に記入する。CIZ は第 1 回報告書で詳しく説明したファネルモ
デルを使用して申込みを判定する。
CIZ は WMO の認定を行っている地方自治体からも申し込むことができる。正式には、
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WMO の認定を行っている CIZ の出先機関は
“MO-zaak”
と呼ばれている。Client からの明確な
許可があった場合にのみ、MO-zaak のスタッフは、Client 情報と AWBZ 認定についての情報
を CIZ から取得することができる。この報告書では、MO-zaak ではなく、CIZ を WMO の認
定を評価判断する組織として取り上げる。
CIZ の本部はオランダの中央に位置する村、Driebergen にあり、支部は 10 ヵ所に分かれて
いる。地域の支部は CIZ 認定を行い、Care Office に新規の認定や認定の変更について連絡す
る。CIZ は 2005 年に設立され 1,700 人のスタッフがいる。2005 年以前は、Regional Indication
Offices (RIOs) が認定を受け持っていた。
1.3 健康保険委員会
（CVZ）
CVZ の役割は主として 3 つある：
1.

健康保険基金
（HIF）や AWBZ の財源から保険会社、CAK、Care Office に資金を調達す
る。医療サービス提供者は保険会社に、長期療養・介護サービス提供者は Care Office
に、それぞれ実施した医療・介護サービスの費用を請求する。これらの費用は、オラン
ダ市民や事業主が納める様々な納付金や保険料によって賄われている。事業主や政府機
関は HIF と AWBZ に所得比例の保険料を納めて、社会的給付を負担している。CVZ が
HIF と AWBZ の財源を管理する。保険会社も高リスクの Client を受け持っている場合
には、HIF からの補償を受ける
（リスク平準化）
。

2.

健康厚生スポーツ省に対し、医療保険基本パッケージの特定の内容について助言する。
科学的知見や社会的変化を基に、医療・介護の立場、社会的、財政的見地から様々な議
論を吟味し、パッケージの内容についてアドバイスする。健康厚生スポーツ省はよくこ
のアドバイスに従う。

3.

論争に対して一定の立場を取る。例えば 2012 年 4 月 2 日には慢性閉塞性肺疾患の理学
療法は ZVW から補償されるべきか否か、公式な見解を述べた。

1.4 公正取引監視委員会
（NMa）
NMa は様々な経済分野における自由市場の原動力を促進し、オランダの消費者に利益をも
たらすことを目的とする独立政府機関である。カルテルや市場力学の乱用がないか監視し、ま
た未だ自由市場が存在しない交通やエネルギー分野での自由市場の原動力を刺激する。NMa
の直接の目的は、省庁が発効した市場に関する法令を導入し、法令順守を監視することである
（主に経済省）。このために NMa は様々な活動を行っている：
•

政策立案者や国会議員に助言したり、多様な市場の変化に対応するため、リサーチに投
資する。

•

市場規制に関する情報をレクチャー、会議、パンフレットなどを通じて企業に紹介する。
企業は競争法に違反しているか否か判断がつかない場合には、状況について暫定的見解
を公にするよう求めることもできる。

•

企業が法律を犯していないか調査する。NMa は企業やその他の市場参加者を監視し、合
併が確実に競争法に則っており、カルテルや市場力学の乱用がないことを確認する。
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•

違反者には確実にペナルティを課す。違反した企業は取引高に応じて罰金を課される。

Box 1 : NMa 活動の例
2010: NMa がカルテルの疑いで病院を監査
2010 年の初め、患者から居住区の病院から別の病院に紹介された可能性があると
いう指摘があり、NMa はカルテル形成の疑いでアムステルダムにある 2 つの病院を
監査した。医療サービス提供者が「市場を分け合う」ことは法律に違反する。NMa
は 2 つの病院の接触がカルテルを結んでいるといえるか、証明することはできなかっ
たが、この 2 つの病院とさらに他の病院との間で機密情報のやり取りがあったこと
は突き止めた。機密情報とは、患者集団の特徴に関する統計的情報である。NMa は
このような情報の交換により、病院が市場戦略を変更したり、保険会社と契約交渉
をする際のカードにするとみている。NMa は病院側と共に機密情報のやり取りにつ
いて、規則とプロトコルを定めた。

1.5 オランダ医療サービス庁
（NZa）
NZa の中心的役割は、オランダの医療・介護の自由市場の管理であり、医療・介護サービ
スの価格や行動規範について、法的に有効な政策ルールを導入する権限がある。NZa は自由
市場における医療サービス提供者と保険会社が確実に人々の利益に資するよう働きかける。具
体的には NZa は以下のような活動をする：
• 医療サービス提供者と保険会社が 3 つの法律、AWBZ、WMG、ZVW を順守するよう監
督する；
• 医療サービス提供者や保険会社が
「巨大な市場支配力
（
“aanmerkelijke marktmacht”）」
を持たないよう監督する。企業がこのようなレベルの力を持つと、競争にさらされず
Client の利益に反する。NZa は巨大な市場支配力を持った企業に対しては、厳しい規制
を課している。
• Client が医療サービス提供者や保険会社から、正しく、明確で、完全な金銭上、また医
療・介護についての情報を充分得ているか監督する。
• NMa に医療・介護市場における合併について正式な見解を述べる。
• 市場競争を確実なものとするための一般的規則を発効する。この規則は特定の市場参加者
だけを対象とせず、不特定多数の参加者の利益に資するように適用される。例えば新しい
市場参入者が、IT インフラや電気のネットワークに不足なくアクセスできるようにする。
• 医療・介護セクターの中で自由市場として機能していない領域に、予算と料金を設定す
る。NZa は長期療養・介護サービス提供者が AWBZ サービスに対して課しうる料金の
最高額を設定する。例えば 2012 年では、長期療養・介護サービス提供者は、施設外個
人サービスは 1 時間につき、€46.65 以上課してはならなかった
（追加モジュール
（extra
modules）
以外）
。

5

以下の Box 2 に NZa の実際の活動状況を紹介する。

Box 2 : NZa の活動状況
2012 年 11 月 2 日 : NZa は 3 件の病院の合併について公式見解を述べた
NZa は計画された 6 つの病院の合併は、医療サービス料金のうち交渉可能な部分
の価格を押し上げる可能性があると発表した（3.2.2 参照／ B セグメントの DOT）
。
合併によって病院の市場における力が増し、オランダ市民の利益に反して医療サー
ビスの料金を高く設定することが可能となる。この 3 件の病院合併による値上げ幅
の予測は以下の通りである：
•

Orbis Medical Care Concern 及び Atrium Medical Centre Parkstad（SouthLimburg）
：4 - 9%.

•

Spaarne Hospital 及び Kennemer Infirmary（Hoofddorp 及び Haarlem）: 9 - 18%

•

TweeSteden Hospital 及び St. Elizabeth Hospital（Tilburg）: 22 - 33%.

値上げ幅は NZa がシミュレーション・モデルを使って計算した。公正取引監視委
員会（NMa / 1.4 参照）は、病院が「価格の上限」を設定することに同意し、病院側
がその価格を守るか監視する。NMa が病院の何らかの違反や市場支配力の乱用を報
告した場合、NZa は介在することが可能である。
2012 年 10 月 3 日 : NZa はプライマリ・ケアの診断標準を改革
NZa はプライマリ・ケアの診断について、2013 年 1 月 1 日から有効となる政策基
準を発表した。この法律により、保険会社と医療サービス提供者は、プライマリ・ケ
アの診断の質とコスト・パフォーマンスの改善を余儀なくされる。新しい政策基準
は以前の政策基準の一部と合体し、プライマリ・ケアの診断を正式に定義したもの
である。このように NZa は保険会社と医療サービス提供者に交渉のたたき台を提供
する。保険会社は不必要な診断を拒否し、最も良い価格と質を提供するサービス提
供者と交渉し、サービスの質とコスト・パフォーマンスを保障することが可能となる。
2012 年 9 月 27 日 : 2013 年の病院ケアの DOT の規則と価格を設定
NZa は規制を設け、専門医による、大学の複雑な病院ケアの基準と価格の上限を
設定した。これは病院ケアの B セグメントに適用される（3.2.2 参照）
。この措置の目
玉は、専門医への報酬が毎日の臨床診療の成果を反映することである。臨床医は必
要に応じて、複雑な手技の治療の平均数を見直すよう求められ、新しい治療の平均
数を基に補償金額が再計算される。

1.6 オランダ社会保険銀行
（SVB）
SVB は 500 万人以上の高齢者に給付金を支払っている。以下にその概要を説明する。
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国民老齢年金法
（AOW）
オランダに居住する 15 歳以上は、全員が公的年金に 2％ずつ保険料を積み立てる。こうし
て 14 歳以降ずっとオランダに住んでいた者は誰でも、65 歳を迎えると 100％の AOW 給付を
積み立てたことになる。今後は退職年齢が徐々に 67 歳まで引き上げられる。AOW 給付の合
計は個人の生活状況によって異なり、正味 €587.86 と €1,291.12 の間となる。
老齢年金補助
（AIO）
「ソーシャルミニマム」
とは、そのレベル以下だと生活を維持することが不可能な収入の下限
を指す。65 歳以上の個人が AWO 給付を満額積み立てておらず、またその他の給付や収入が
充分でない場合には、
「ソーシャルミニマム」以下の収入となる可能性がある。この場合、その
個人は補助給付である AIO の受給資格を持つ。
遺族年金
（
“Algemene nabestaandenwet”
, Anw）
オランダ市民は誰でも、最近親者（配偶者、両親、兄弟）が亡くなった場合、この Anw を通
して最低賃金の 70％の給付を受けることができる。受給資格は以下の条件を満たしている必
要がある。受給者が：
• 故人と結婚していたか、離婚手当を受け取っていたか、同居していた；
• AOW を受給していない；
• 以下の基準に該当する：1950 年以前に生まれたか、18 歳未満を扶養している。又は少な
くとも 45％は仕事が出来ない。
AWBZ と WMO の個人介護予算
AWBZ または WMO のケアやサポートの受給資格がある場合、現物給付ではなく現金給付
を選択する場合がある。正式には、SVB が Care Office や自治体からの要請によって個人介護
予算（PGB）
から給付する。話を簡略化するため、本報告書の残りの部分からは SVB を割愛し、
（オランダの医療・介護制度についての報告書では常套手段だが）Care Office か自治体が PGB
を Client に直接支給するように表現する。SVB サービスセンター（SSP）は、PGB 受給者に対
して無料で事務手続きの手助けをしている。
（親戚・友人を含む）
家族介護者への慰労金
（CIC）
長期間に渡って人の
（複数可）の介護・看病に当った場合には
「報奨金」の受給資格者となる。
これは被介護者が介護者を報奨金に推薦するもので、2012 年では €200 だった。
65 歳未満への給付
• 子供手当て
• 自宅に障害者の子供を持つ親への補償
• アスベスト被害者への補償
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2. オランダの医療・介護保険制度における情報共有
2.1 ZVW の情報共有
特に医療サービス・セクターでは、サービスの質は医療サービス提供者が Client の重要かつ
完全な情報にタイムリーにアクセスすることに大きく依存している。医療サービス提供者間で
効率的に情報を共有、維持するため情報システムを利用することは、必ずしもプライバシーの
ルールや規制に反するとは限らない。しかし 2011 年に公的電子カルテの法律が上院で否決され
た際はプライバシーがその主な理由となった。また、医療サービス提供者は業界の競争が激し
くなるため、情報共有に前向きであるとは限らない。そこで医療サービス提供者間の情報共有
を促進するためには、確かな法律と効率的なインフラ整備が最重要である。以下に医療・介護
保険市場における現在及び将来の情報フローと情報共有のプラットフォームを定義、説明する。
2.1.1 情報共有に関する法律 1
法律は基本的に一定の条件が充たされない限り、個人データ、健康状態、医療サービスの使
用実績についての情報提供は法律違反と定めている。これは全ての医療専門家と医療機関が
持つ「守秘義務」がもたらすものである。医療専門家と医療機関は診察室で話し合われた Client
の個人情報（特に健康状態）
や健康に関わる事柄、また処方された医療処置を共有できないこと
が守秘義務の根拠である。特定の状況にならない限りこの守秘義務は覆されない。この特定の
状況とは大まかに次の 4 つに分類される。
1. 不可抗力 : 守秘義務よりも優位にあるその他の法律。患者から情報共有の同意は得られな
いが患者やその他の個人への脅威となる場合には、医療専門家はより重い責務を全うす
るために、守秘義務を覆すことが可能である。そのためには以下の 5 つの条件全てを満
たさなければならない 2。
○ 守秘義務の行使が一人かそれ以上の個人に害を与える。
○ 患者から同意を取り付ける全ての方法が功を奏さなかった。
○ 医療専門家が守秘義務を行使するにあたってモラル上のジレンマを抱えている。
○ 直面している脅威、問題に対応するために守秘義務を覆す以外に方法がない。
○ 守秘義務を覆すことにより、脅威や問題を解決できることがほぼ完全に確実である。
2. 医療専門家の同僚、看護婦、アシスタントなど、直接患者の治療に携わる他の医療専門
家が共有情報を必要としている。
3. 患者情報の受取人が治療プロセスに携わっており、また患者も確実にそれに気付いてい
るため、患者が情報共有に合意することが合理的に予測される。この場合、患者の合意
1

医療・介護のプライバシー規制には、2 つの重要な法律が適用される：
「医療・介護におけるトリートメ
ント関係法（Wgbo: Wet inzake geneeskundige behandelingsovereen-komst）」及び「個人データ保護法
（Wpb: Wet bescherming persoons-gegevens）
」である。医療専門家が社会保険番号（BSN）を使用する
ときには、WBSN-Z が適用される（第一回報告書の 2.2 参照）
。その他の法律：
「医療機関の質に関する法
律（Kwaliteitswet zorginstellingen）
」及び「各医療・介護の職業に関する法律（Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg）
」
。
2
これらの条件は、KNMG が公表したプロトコルを基にしている。
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は暗黙である。例えば GP が医療専門家に患者を紹介する場合には、患者は自分の健康
状態、現在・過去の医療処置の情報を含む紹介状が送付されることを合理的に予測する。
4. 患者が医療専門家や医療機関に、他の特定の専門家や機関と情報を共有する権限を明確
に与えている。
簡潔にいうと、第三者が医療機関や医療専門家から Client の健康状態や医療処置について
情報が必要な場合、以下の 3 つのケースのいずれかに該当する時は、患者から明確な合意を取
り付けることが唯一合法的な方法である。
(1)

上記に記載した 5 つの切迫した脅威が存在しない。

(2)

医療専門家、医療機関、Client と第三者の間に直接的な治療の関係がない。

(3)

患者が情報共有に暗黙に同意することが合理的に予測できない。

以上の 4 つの状況のどれに該当しようとも、医療情報が共有される場合には最低限必要の情
報のみに限られることが肝要である。医療専門家や職員が無関係とみなす情報の共有もまた違
法である。
プライバシー保護の重要性については疑う余地はないが、その法律の適用については難題が
2 つある。
• 法的な境界線、特に上記 3. の合理的予測については、常に明快であるとは限らない。例
えば Client が CIZ に認定を申し込んだ場合、Client は CIZ スタッフが治療を受けた複数
の医療専門家から自分の情報を受け取ることを暗黙のうちに認めたと考えるのが妥当で
ある。しかし、実際には CIZ スタッフは、患者からの明確な同意がない限り、情報を得
ることができない。
• 同意を与えた後の結果について、患者が完全には理解していない可能性がある。現在、
医療サービス提供者は、患者の明確な同意の必要性の境界線
（switching point）を、国と
地域に分けて確定しようと努力している
（2.1.3 と 2.1.4 参照）
。ただ、この活動の反対陣
営は、患者がこのような枠組みに容易に組する可能性はあるが、サイバー犯罪や悪質な
人格への危険を理解していないと反論している。
2.1.2 AIS、HIS 及び ZIS
AIS、HIS、ZIS はそれぞれ薬剤師、一般開業医
（GP）
、病院が使用する情報システムの略称
である。基本的に医療サービス提供者は各自で Client のデータを取得する。取得データには
Client の氏名、BSN（社会保険番号）
、住所、生年月日、医療保険会社、可能な場合は個別の
医療保険番号やその他の重要な個人データが含まれている。Client の医療データはこの個人
データにリンクし、医療サービス提供者の中で権限を持つスタッフのみがシステムにログイン
し、個別の Client データを追跡する。
薬剤師は薬歴、現在の投薬、及びアレルギーの情報を収集する。病院は来院歴及び人体ス
キャンやラボテストの結果などのデータを収集する。殆どの病院で医療情報はペーパーファイ
ルの形で収集・保存され、電子化されているのはごく一部である。例えば、全ての病院でスキャ
ン画像は情報システムには保存されていない。但しこれは急速に変化している。GP は患者の疾
病、身体的／心理的疾患、病気、処方された薬、ラボの結果などのデータを収集している。
専門医が新しいトリートメントを始めたり、新しいテスト結果が出た場合、GP は通常書面
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で通知される。残念ながらこのような書面は到着が遅れたり、送付されない場合もある。ま
た GP が更なる
（特定の）情報を必要とする場合、コミュニケーションのやり取りに時間を取ら
れ、それが遅延の原因ともなる。GP が自分の患者の健康状態やトリートメント状況をアップ
デートしていないのは珍しいことではない。オランダでは GP が医療・介護の中核をなしてい
る。GP は“高額な専門医治療へのゲートキーパー”と呼ばれ、患者の健康状態と福利を完全
に把握していることが求められる。このために、健康保険法
（ZVW）の医療サービス提供者間
でのより効率的なコミュニケーションや情報共有について、現在議論が交わされている。
2011 年 4 月、オランダ上院は患者の電子データ履歴
（EPD）の導入に反対票を投じた。詳し
くは第一回報告書で述べたが、それ以来 EPD や医療サービス共有 IT（National Switching
Point（LSP））と呼ばれる別の公的インフラが ZVW のコミュニケーションを円滑にすると期待
されている。この 2 つの試みを以下に説明する。
2.1.3 医療サービス共有 IT ― National Switching Point（LSP）
法律が否決される前に、公的 EPD を実行に移すための IT インフラが既に整備されてい
た。法律が否決された後、健康厚生スポーツ省は EPD プロジェクトから撤退した。プロジェ
クト再建のため、2012 年 1 月、新しく保健情報事業者連合
（Alliance of Health care providers
For Health care Communication（VZVZ）
）が設立され、医療機関が集合した。VZVZ は医
療サービス給付に関わる 4 つの統括組織と Nictiz との連携からなり、オランダ患者・消費者
協会（NPCF）にサポートされている。Nictiz はオランダの国立保健情報研究所
（National ICT
Institute for Health care）である。4 つの統括組織とは、GP（LHV）
、GP センター（VHN）
、
薬剤師（KNMP）
、及び病院
（NVZ）の支部である。LSP を通じた医療情報のやり取りは、プ
ライバシー法、及び医療サービス提供者と患者の関係に関する法律に準拠して行われる。
2012 年 10 月の LSP プロジェクトの発足は、オランダデータ保護庁
（Dutch Data Protection
Agency（CBP）
）
が承認した。
LSP は主として緊急の事態における、基本的かつ重要な医療情報への速やかなアクセスを
可能にした。LSP と協力関係にある GP と薬剤師は、個人情報を公的情報システムに取り込む
同意書を患者に依頼する。この個人情報とは患者の BSN に関わる情報、患者の GP、薬剤師
の身元情報のみである。治療、投薬、アレルギー等の医療情報は LSP には含まれない。その
ため、LSP は患者の電子データ履歴
（EPD）
ではなく、医療サービス共有 IT と呼ばれている。
GP の代理者、GP センター、薬剤師または現在患者を診ている専門医のみが患者の個人情
報（BSN、担当 GP、及び担当薬剤師）の追跡が可能である。医療専門家は患者の個人情報を検
索し、患者の GP や薬剤師の情報システムにログインし、別に格納されている医療情報を検索
する。この医療情報には、患者の医療履歴の一部の最も重要な概要のみが含まれており、患者
の完全なカルテから構成されている訳ではない。もし Client からの明確な意思表示がない場
合、代理の医療関係者や専門医は医療情報を見ることができない。
まず医療専門家は UZI カード、UZI カードリーダー、認証を使用して LSP にログインする。
UZI カードは以下のように使用される。
1. 医療関係者が LSP のサーチエンジンで BSN から患者の所在を検索する。
2. 医療関係者がパスワードと UZI カード
（外見はクレジットカード）でログインする。UZI
カードは地域、医療関係者の職業別に、患者情報にアクセスする権限を承認する。
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3. Client の身元とユーザ（医療関係者）が LSP に確認されると、ユーザは他の医療サービス
提供者のデータベースにアクセスすることができる。ユーザはこうして選択した患者の
医療情報の概要を見ることができる。
2.1.4 医療サービス・コミュニケーションのための地域 IT インフラ
既に様々な形での地域協力が存在しており、健康厚生スポーツ省は、地域協力のための体系
的な法整備に重点を置くべきである、という声明を発表している。上院で公的 EDP の反対陣営
が掲げる主な論点は、オランダに在住する全ての個人の機密情報に、多くの医療関係者がアク
セス可能になるということである。しかし地域協力の形であれば、アクセス可能になるのは限
られた医療関係者のみであり、医療関係者の誤用、サイバー犯罪者の悪用の低減につながる。
地域が情報共有に協力するためにはいわゆる Regional Switching Point（RSP）を利用する。
LSP と同様、RSP は医療関係者が患者の個人情報を見ることのできるポータルサイトを提供す
る。この情報を基に UZI カードとカードリーダーを使って、他の医療サービス提供者の情報シ
ステムが持つ基本的な医療情報を検索する。LSP との違いは、RSP は国内全てではなく特定地
域の、協力医療サービス提供者に限られた患者の個人情報を提供するということである。
地域協力はこれ以外の形でも存在する。ここでは UZI（医療関係者特定）カードとは別の手
順が定められている。
• 代理 GP のための電子ファイル
（EWH）: 地域が EWH を活用している場合、患者が来院
すると、代理 GP のみが患者の医療記録、又は医療記録の基本的概要にアクセスできる。
代理 GP は任命されているか、地域の緊急医療センターから派遣されている。患者の GP
が EWH に加入している場合には、患者が情報共有に同意しない文書に署名しない限
り、自動的にシステムに組み込まれる
（不参加システム）
。フリースランド州では、63 人
の GP がブロード EWH を使用しており
（2008）
、GP センターが Heerenveen, Drachten,
Leeuwarden 及び Dokkum などの町や市に設置され、重要な患者情報へのアクセスが可
能となっている。
• 電子医薬ファイル
（EMD）: EMD は患者の投薬履歴を格納している。地域協力に参加す
る全ての薬剤師は患者への投薬内容を記録し、投薬ファイルを点検する。専門医も薬を
処方するが、患者は処方された薬を必ずしも服用するとは限らず、GP も場合によっては
EMD にアクセスする。地域の専門医が投薬ファイルにアクセスすることもあるが、そ
れは専門医が実際に患者を診る場合に限られている。例えば Zoetermeer と Benthuizen
の GP は EMD にアクセスしている。病院の近隣に在住する
（
‘t Lange Land）専門医の一
部も EMD にアクセスする。
2.2 AWBZ の情報共有
AWBZ の Care Registration system（AZR）
は、AWBZ で活動する機関のための情報プラッ
トフォームである。AZR は AWBZ サービスについて Client レベルの情報を提供する情報シ
ステムであり、CIZ、CVZ、CAK、サービス事業所、長期療養・介護サービス提供者が AZR
にアクセスする。Figure 1 は、AZR を通じた情報フローを表している。番号を振ってある個
所は Figure の下で説明する。
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Figure 1 : AWBZ* で活動する機関・組織間における情報共有フロー （Source: Plexus）

* この図では Client と Tax department は、AZR にはアクセス不可能という意味合いで、破線で囲んでいる。

Figure 1 の情報フロー：
1. Client や Client の代理は CIZ に認定を申し込む。申し込みはコンピュータから、又は手
紙や電話で受け付けている。Client が申し込んでから、申込用紙が送付されるのが一般的
である。用紙に記入すると、CIZ 職員が電話するか来訪する。CIZ 職員は Client を診療
している医療専門家に連絡を取り、更に詳しく Client の状況を把握する場合もある。
2. CIZ は認定を評価し、その決定内容を書面で Client に伝える。
3. 認定評価の結果は、Client が住む地域の AWBZ サービスを手配する Care Office にも送付
される。
4. Care office はサービスの必要性と個人の好みに応じて、Client の長期療養・介護サービス
提供者を指定する。
5. Care office は指定した長期療養・介護サービス提供者が記載されている手紙を Client に
送付する。
6. 長期療養・介護サービス提供者はサービスの開始、変更、終了の日にちを AZR システム
に入力する。
7. 年末か Client へのサービスが終了した時点で、長期療養・介護施設は Care Office に請求
書を送付する。
8. Care office は長期療養・介護サービス提供者のウェイティングリスト情報を CVZ に送付
する。
9. Care office は長期療養・介護サービス給付の
（上記 6 参照）の開始、変更、終了に関する
情報を CAK に送付する。
10. CAK は税務署を通じて Client の財務状況を入手する。
11. CAK は Care Office と税務署からの情報を基に、AWBZ サービスに応じた自己負担金額
を計算する。
AZR システムの内容は、基本的な Client 情報
（BSN、住所、生年月日）のみから構成され、
全てコード化されたメッセージの記録である。AZR システムはこれらのメッセージを管理し、
権限を与えられた担当要員や医療専門家が使用する。担当要員は自分に関連するメッセージを
閲覧する権限のみを付与されている。例えば CIZ 職員は CIZ が送付／受領したメッセージし
か見ることはできない（IO31 及び IO32）。CIZ 職員は長期療養・介護サービス提供者のサービ
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スの開始・終了時期、Client の負担金額などにはアクセスできない。Figure 2 で見るとおり、
Care Office において権限を与えられた要員のみが全てのメッセージを閲覧できる。Figure 2
はコード化されたメッセージのフローを表している。基本的なメッセージの内容は以下のとお
りである。
• IO31：CIZ が認定の決定を Care Office に送付する。この決定には施設外サービスの種類
とレベル、有効期間が含まれている
（例えば個人サービスのレベル 4、14/07/2011 から
14/07/2016 など）
。
• IO32：Care office が CIZ に受領の確認を送付する。
Figure 2 : システムのコード化されたメッセージのフロー （Source: CVZ）

• AW33：Care Office が長期療養・介護サービス提供者に Client がどのレベルの長期療養・
介護サービスをどれほどの期間、割り当てられたか報告する。
• AW34：長期療養・介護サービス提供者が Care Office に受領の確認を送付する。
• AW35：長期療養・介護サービス提供者が Care Office に長期療養・介護サービスの開始
時期を報告する。
• AW36：Care Office が長期療養・介護サービス提供者に受領の確認を送付する。
• AW39：長期療養・介護サービス給付の変更、終了を Care Office に報告する。
• AW38：Care Office が長期療養・介護サービス提供者に確認書を送付する。
• CA317：Care Office が長期療養・介護サービス給付の開始を CAK に報告する。
• CA318：CAK が Care Office に確認書を送付する。
• CA319：Care Office が長期療養・介護サービス給付の変更、終了を CAK に報告する。
• CA320：CAK が Care Office に確認書を送付する。
• ウェイティング・リスト：Care Office が Client に待ち時間を送付する
（IO31 と AW33 及
び AW33 と AW35 の間の時間差）
。確認書は送付されない。
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2.3 WMO の情報共有
2.3.1 WMO：自治体の役割
WMO はハンディキャップ、薬物依存、精神障害、社会的孤立、虐待などにより、社会的に
不利な立場に立たされている市民に、機会を与え潜在能力を引き出すためのサービスを提供す
る法律である。WMO は社会的平等を達成しようとする政府の目的に広い意味で合致し、その
目的は WMO の方針に反映されている。例えば、自治体の市民がハンディキャップのためバ
スを利用できないとする。地方自治体は別の交通手段を補償するが、この補償は通常のバス代
と同額である。バス代の平均を上回る運賃は Client 自身が負担することになる。
第一回報告書で述べたとおり、WMO のサービスは以下の 9 つの
「活動分野」
に分類されている。
1. 社会的連帯、村や近隣の
「居住性」
2. 若者と彼らの親へのサポート
3. WMO の Client（候補）
への情報提供、アドバイス、サポート
4. 家族介護者とボランティアへのサポート
5. 社会参加の促進、刺激
6. 独立の促進、刺激
7. 家庭内暴力に対応するシェルター及び対策
8. 公的な精神保健の向上
9. 薬物依存政策の改善
AWBZ（特別医療費保険法）のサービスや給付と異なり、WMO（社会支援法）は権利ではな
い。従って地方自治体は恵まれない人々の社会やコミュニティーへの参加をサポートする責任
はあるが、基本的に WMO の実施、達成は自由裁量で行われる。これは地方自治体の間で社
会的サポートの性格と質が同じではないことを意味している。WMO から提供されるサポート
が地方自治体ごとにどのように違うか、またどれほどの自治体がこのようなサービスを提供し
ているかを Appendix の A2.1 に述べる。又、Client の自己負担金額が地方自治体ごとにどの
ように配分されているかは 3.4 で解説する。
WMO のサービスは営利団体やその他の組織への委託が可能である。自治体はサービスを効率
よく提供するため、在宅ケア提供者、タクシー会社、ボランティア、その他の組織と契約する。
地方自治体の WMO についての責任は以下のとおりである。
• WMO の基準及び Client の自己負担金額を設定する。地方自治体によっては他の自治体
よりも援助に厳しい基準を設けたり、比較的高額の負担金額を要求するところもある。
• 認定を行うか、その仕事を CIZ やその他の認定機関に委託する。自治体が評価する場合
は国際生活機能分類
（ICF）
を使用しなければならない。
• サービスの給付
（個人介護予算給付及び社会支援サービス等）
、又はサービス給付を営利
目的のサービス提供者へ委託する。
• クレームや依頼への対応。Client や Client をサポートしている個人からの評価の依頼は、
CIZ に委託することができる。
• 予算決定：地方自治体は地方税
（主に固定資産税）や地方債から中央政府の管理を経て資
金を受け取っている。主に市長や市会議員から構成される自治体の理事会が地方自治体
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の予算を配分する。4 年毎に住民投票で選ばれる市議会が理事会で方針を決め、その方
針が執行部によって導入される。
大まかにいって、地方自治体は WMO の執行について責任が 2 点ある：政策の決定と政策
の導入である。WMO が効率的に導入されるためには、政策立案者は政策導入の実態を理解し、
また現在の強み、弱点、機会、危険がどこに潜んでいるか知ることが必要である。このために
は政策立案者及び地方自治体の職員が導入の成果や、経済的、技術的、倫理的課題が議論され
る政策ネットワークに参画していなければならない。このような政策ネットワークは執行部、
市議会、市職員、WMO サービスを購入する第三者、及びその他の組織や地方自治体から構成
されている。社会支援法は比較的若いため、幅広く効率的な政策ネットワークを持続してゆく
方法は未だ絞り込まれていない。
主として中途半端な市場システムのため、現在地方自治体がコミュニケーションと情報共
有について問題を抱えているのは明らかである。このことは Figure 3 の架空の地方自治体の
WMO の情報フローで説明する。これは Client が交通サービスと在宅サービスを必要としてい
るという設定である。Figure を明確にするため、改装や車椅子給付といったその他の WMO
サービスは省略しているが、このようなサービスも同様の方法で提供されるはずである。
WMO サポートは、地方自治体の WMO 導入関連部門が導入する。例えば Hague は以下の
9 つの行政部門から構成されている：
[1] 統治業務：統治及び報道関係
[2] 公共業務：納税及び地区の管理
[3] 都市管理：下水道、上水道、駐車場、墓地、他
[4] 教育、文化、福利：スポーツ、文化、公衆衛生

他

[5] 社会問題及び雇用：求職、失業手当のサポート

他

[6] 都市開発 : 建造や建設プロジェクト
[7] 公共図書館
[8] 会計
[9] 市の内政問題
Hague での WMO の政策決定と導入は部門 [4] が行う。
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Figure 3 : WMOの関係者間での情報共有フロー （Source: Leyden Academy）
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在宅ケア提供者
D

在宅ケア提供者
E

CAK

税務部門

1. 地方自治体は WMO の交通サービスを提供するため、タクシー会社と契約する。
2. 地方自治体は WMO の在宅サービスのために、このようなサービスを提供する一社以上
の企業と契約する。Figure 2 の例では、WMO の在宅サービスのために一社を選んだ。
3. Client が自治体の受付で用紙に記入し、WMO サポートに申し込む。殆どの自治体は個
別の
「WMO 受付デスク」を備えており、一部は
「デジタル受付デスク」を構えている：必
要な用紙をダウンロードし、自治体のウェブサイトから送付する。申し込みがあると、
自治体か CIZ の職員が Client と面談し、個別に社会支援のニーズを評価する。
4. 自治体によっては認定評価を CIZ に委託する。この例では自治体は CIZ に認定評価を依
頼している。
5. 認定評価を委託した場合には、CIZ が Client と面談し、個別のニーズを評価して判定す
る。ときには友人、家族、GP、在宅ケア組織や他の組織が Client をサポートして WMO
の認定を依頼する。オランダには MEE という組織があり、障害者にアドバイスやサ
ポートを行っている。
6. CIZ は Client の状況と社会支援のニーズを判断し、自治体に認定の提案を送付する。
7. 自治体が Client に認定結果の手紙を送付する。
8. 自治体は在宅ケア会社にサービスを必要としている Client がいることを通知し、依頼に
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応じてデータを送付する。
9. Client はタクシー会社に電話して時間と場所について合意する。タクシー会社は Client
に交通サービスを提供する。
10. 在宅ケア会社は Client に基本的サポートと家事サービスを提供する。
11. Client が WMO サービスの質に関し、フィードバックする場合もある。
12. タクシー会社は自治体に、WMO の交通サービスの請求書を送付する
（全ての自治体が
Client の自己負担をこのような形で交通サービスに適用するとは限らない。3.4 を参照の
こと。）
13. 在宅ケア会社は自治体に、WMO の在宅ケア・サービスの請求書を送付する。
14. 在宅ケア会社は自己負担金額を計算するため、Client のサービス時間のデータを CAK
に送付する。自治体自身が負担額を計算し請求することも可能だが、通常は CAK に委託
さする。
15. CAK は税務署から Client の財政状況の情報を受け取る。
16. CAK は在宅ケア会社と税務署から受け取った情報を基に、在宅ケア・サービスの使用料
に対する自己負担金額を計算し、Client に請求する。
17. CAK は Client から受け取った負担金を自治体に送付する。
2.3.2 WMO の情報共有
WMO のコミュニケーションには、情報共有について問題が存在する。以下にその事例を述
べる：
• 標準化されたメッセージを持つ、単一の情報共有プラットフォームがない。例えば自治
体は Client、認定評価機関、サービス提供者からばらばらの情報を受け取るため、事務
上の混乱を招く。AZR のようなシステムがあれば、より連携・協調したサービスを提
供し、事務負担を軽減し、さらに数多くの組織が関係している社会支援の費用を深く分
析することができる。このため WMO では GuWA と呼ばれる新しい情報共有プラット
フォームが開発されている。GuWA については 2.5. で説明する。
• WMO に関わる組織は、WMO サービスの実態と質の問題を必ずしも把握していない。
その顕著な例が交通サービスである。予算が限られているために通常は最も安いタク
シー会社が候補となり、これがサービスの質に影響する：ある自治体では交通手段を
WMO にたよる Client はタクシーが来るまで、何時間でも待たされる。自治体やタク
シー会社は Client がサービスに不満であることを見過ごし、時には些事として切り捨て
てしまう。そこで一部の自治体は
「地域タクシー・カード」を試みている。このカードの
使用方法は、Client があらかじめタクシー会社に料金の一部は自治体が負担することを
確認し、残りの料金を自身が支払う。これにより Client は余分な負担が発生するにせ
よ、自分が好むタクシー会社を利用することができる。
• 自治体は中途半端な市場システムを介して、最大限の効率化を目指している。ただこれ
は情報の共有の妨げともなる。中途半端な市場においては、多くのサービス提供者が競
合する渦中にあるため、個々の Client やサービス内容の向上・効率化については情報を
共有したがらない。

17

2.4 ZVW、AWBZ 及び WMO の組織間における情報共有
2.4.1 ZVW と AWBZ
CIZ はファネルモデルを基に認定を評価するが、このファネルモデルについては第一回報告
書で述べた。そのファネルモデルを Figure 4 に図示する。CIZ の最初の仕事は認定を評価す
る際、Client の医学的状況を完全に把握することである。正確な評価を帰するため、Client を
診療している医療専門家から医療診断、疾病、障害についての情報を得るが、これが可能なの
は Client が明確に同意した場合のみである。
Client が病院から長期療養・介護施設に転院した場合、実質的に ZVW から AWBZ に移管
される。この場合、Client、家族、病院のスタッフの誰かが CIZ の認定を依頼する
（緊急であ
るなしに関わらず）。そして CIZ 職員がファネルモデルに従って Client の状況を評価し、医
療専門家にも情報を依頼する。CIZ 職員が状況を把握するためさらに情報を必要とする場合、
Client に電話するか Client を訪問する。
Figure 4 : 認定の際CIZがClientのケア・ニーズを査定するために使用する「ファネルモデル」（Source: CIZ）

1. Client
2. 医療診断／疾病／疾患
3. 障害／参加適応障害
4. 環 境
5. 既存の施設
6. Client のケア状況
7. a. 治療／リハビリ／学習
b. 環境への適応／補助器具
8. 同じ家に同居するメンバーの“通常”ケア
9. 他の法律 / 法令からの給付
10. 一般にアクセス可能な施設

11. 総合ケア・ニーズ
12. 家族介護者提供のケア
13. 実質ケア・ニーズ
14. 評価決定
15a. 長期入所
なし

15b. 長期入所
有り

18

Figure 1 に示すとおり、Care Office が長期療養・介護サービス提供者、Client、CIZ、CAK
の間を仲介する。第一回報告書で述べたとおり、その AWBZ 圏域において最も大きなシェア
を持つ保険会社が Care Office としての役割を担う。しかし保険会社の Care Office 部門は、健
康保険部門と Client 情報を交換しない。これは医療サービス・セクターのプライバシー規則に
違反するものであり、Care Office の役割を担う保険会社を競争上、優位に立たせるものである
（競合他社がアクセスできない情報を集めることが可能なため）
。AWBZ の範囲内で唯一 Client
情報を共有できるのは CIZ、CAK、Care Office、長期療養・介護サービス提供者のみである。
そして既に述べたとおり、AZR がこれらの組織の情報共有プラットフォームである。
2.4.2 ZVW と WMO
地方自治体は CIZ と同様、確かな情報を基に認定を行うため、医療専門家に Client の医学的
状態について情報を依頼する場合がある。そのためには Client から明確な許可を得なくてはな
らない。自治体によっては、WMO に申し込んだ全ての Client に対し、かかりつけの医療専門
家から医療情報を得る許可を依頼する。この場合、Client は申込用紙に同意の署名をする。
また Figure3 の 5. のように、医療専門家が Client の WMO への申請を手助けする場合があ
る。GP が認定を評価する実験も行われているが、これらは不成功とみられている。主な理由
は利害の対立である：GP は WMO 認定によって利益を得ることができる。WMO の認定によっ
て地方自治体の支出の一部が GP へ振り向けられる事もあり得る。
2.4.3 AWBZ と WMO
現在 AWBZ と WMO の機関や施設の間では Client レベルでの情報共有は盛んではない。そ
のしわ寄せとして、以下 3 点を挙げる。
1. 複数のケアやサポートを必要としている Client は、各機関・施設に自分の身体的、個人
的状況について同じ話を繰り返さなければならない。もし Client が別の自治体に引っ越
した場合、WMO サポートを申請する一連のプロセス ― 認定評価からサポートの手続き
まで ― を最初からやり直さなければならない。しかし CIZ が認定結果と Client が必要
とするケアやサポートを入力した一つのデータベースに、自治体、Care Office、長期療
養・介護サービス提供者がアクセス可能なら、Client は自分の状況を一度だけ CIZ に話
せばすむ。
2. サービス提供者によっては、複数の自治体や Care Office と関係している。この場合、彼
らは認定の伝達方法や自己負担について、それぞれの方法に準じなければならない。コ
ミュニケーションも請求方法も標準化されていないため、サービス提供者は事務的な負
担が大きくなる。
3. 全ての自治体が、それぞれの自己負担金額を設定している。CAK は多くの自治体の負担
金や手続き、また自治体とのコミュニケーションに対応しているが、CAK が全てよどみ
なく対処できるとは限らない。そのため、Client によっては再計算に多くの時間を取ら
れ、それが CAK、Client の双方にとって事務上の負担となっている。
WMO は標準化されたメッセージを持つ共通のプラットフォームを必要としている。WMO
と AWBZ のためにこのような共通プラットフォームを構築することは、長期療養・介護サー

19

ビスと社会支援市場における、多くの関連機関の事務負担を大きく軽減することになる。
2.5 オランダの医療・介護保険制度における情報共有の改善
これまで説明してきた情報共有について、本 2.5 の最後で Figure 5 に図示した。この情報
フロー図は個別の Client レベルの個人情報のみに限られている。例えば、健康保険委員会
（CVZ）はここには含まれていない。CVZ は Care Office からウェイティングリストのデータを
受け取るが（詳しい情報は Figure 1、2 を参照のこと）
。これらのデータは Client 個人のレベル
ではなく Client の集合で構成されている。また、一つの組織内におけるスタッフの情報共有
は省かれている。例えば、同じ病院で働く専門医、看護婦、事務員の間の情報共有については
触れられていない。同様に、似通った組織で働いているため、専門医の間での照会も含まれて
いない。
Figure 5 はオランダの医療・介護保険制度が極めて発達した官僚機構であることを示してい
る。このような官僚制度の主な理由は、情報共有は通常の機能ではなく、むしろ例外としてみ
なされているからである。それは様々な形での情報共有が全く存在しないことを意味している。
例えば CIZ 職員にとって、医療サービス提供者の情報システムにアクセスすることは極めて有
効である。そうすれば CIZ 職員は Client の健康状態の具体像を速やかに知ることができる。し
かしプライバシー上の理由により、法律がシステムへのアクセスを厳しく制限している。
情報が共有されない結果、法律、規制、及びプロトコルが機能し、全ての予防措置がとられ
た、安全な状態での情報共有が始動する。例えば、医療サービス専門家は単に他の情報システ
ムの一部にアクセスするだけのために権限、UZI カード、パスワードを必要とする。オランダ
では Client のプライバシーを犠牲にすることなく情報共有の効率を高めることについて、政
策立案者、学者の間で議論されてきた。官僚機構が持つ弊害を縮小させる最も効果的な方法を
以下 3 点に大まかにまとめた：
1. Client にもっと中心的な役割を担わせ、財務状況の透明度を上げる。Client 自身が自ら必
要なサービスの多くの手続きを取り、情報共有における
「楽屋」の部分を少なくして間接
費用を減らす。AWBZ と WMO は、個人介護予算の方向に重点を移動させる。こうして
自治体や Care Office は、長期療養・介護サービスや社会支援全ての手続きに対応するの
ではなく、個人介護予算からの支出と、その使用方法のモニタリングのみに特価する。
医療サービス庁（NZa）は現在、病院の
「不正コーディング詐欺
（アップコーディング）
」
にいかに対応するかについて、リサーチを続けている。医療保険会社はコード化された
請求書のみを受け取るため、実際にはどのようなトリートメントやテストが実施された
か知ることはできない。病院の部門がトリートメントについて高額の見返りを得るため
に、意図的に間違った DOT を請求する方法がある、という報告もある。医療保険会社か
ら請求書を受け取った慎重な Client が、請求書が実際に実施された処置と一致していな
い事に気づき、アップコーディングが発覚する。
2. ZVW 内での情報共有システムの改善。LSP や RSP の導入によって、医療サービス提供
者間の情報共有の遅延や事務上の負担は軽減される。又、以下 3 点の完璧な電子化によ
り、近い将来、情報共有の問題も緩和されることになる。
（1）患者ファイル
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（2）
テスト、スキャン結果の格納、
（3）GP と専門医との間のコミュニケーション
3. AWBZ と WMO の内部、及び AWBZ-WMO 間の情報共有システムの改善。2012 年の
初め、健康厚生スポーツ（VWS）省が IZO と呼ばれるイノベーション・プラットフォー
ムと議論の場を立ち上げた。このプロジェクトには VWS 省の他に、多くの組織が参加
した：例えば Actiz、中央管理庁 CAK、ケア判定センター CIZ、健康保険審議会 CVZ、
Federatie Opvang、GGZ、VGN、VNG、ZN などである。IZO プラットフォームの目的
は ZVW、AWBZ、WMO の情報共有について最も大きなボトルネックを特定し、共通
ゴールを定義して、長期的視野に立った情報共有を改善するというものである。IZO プ
ラットフォームの一部を担うのは以下の組織である：
○ iAWBZ と呼ばれる
「シンクタンク」
。iAWBZ では、医療サービス提供者が AWBZ の
事務手続きの上で最も大きなボトルネックを特定し、解決策を模索するよう依頼され
る。iAWBZ は AZR のバージョンを 3.0 から 3.1 にアップデートし
“quick wins”を手
に入れた：メッセージは簡素化され、メッセージ送付の頻度は少なくなり、Client の
個人データの変更も簡素化され、また LTC 提供者が CIZ の最初の認定結果を閲覧で
きるようになった。
○ 2012 年 10 月から医療介護・保険セクターの様々な組織が AWBZ と WMO の情報
共有プラットフォームに関わっている。そのプロジェクトは GuWA（データ共有
WMO-AWBZ）と称され、現在その第一フェーズである。我々は情報共有の向上に向
けてのシナリオと共に法的規制をリサーチし、既存のプラットフォームと情報・デー
タの共有フローを詳細に分析した。た。ただ現在に至るまで、AWBZ と WMO の情
報共有プラットフォームはどのような形を取るか、まだ見えてこない。新しい標準
化・コード化されたメッセージのシステムが開発される可能性もあるが、自治体が
AZR に組み込まれる、というのも一つのオプションである。
○ 2016 年に向けて、IZO プラットフォームは長期的ゴールを、
（1）Client のための簡素
化、
（2）医療・介護や社会支援の組織の事務負担の軽減、及び
（3）データ管理の近代化、
の 3 点に定めている。彼らは多くの組織が利用しながらも誤用を回避することが可能
で、標準化されたメッセージを持つ情報システムを構築し、これらの目的を達成した
いと考えている。このようにして CIZ、CAK、自治体、Care Office、長期療養・介護
サービス提供者、またその他のサービス提供者は、権限を付与されれば、確実な情報
に迅速にアクセス可能となる。
今まで述べてきた施策を用いて、多くの機関や組織が以下を軽減することにより、効率化を
達成できると考えている：
• 間接費
• 情報交換の遅延
• 医療専門家が事務作業にかける時間
• 十分に情報を得ない医者が決定する頻度
• オーバーラップの頻度、異なる専門家の類似した処置
（例えば自治体と CIZ の認定評価）
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Figure 5 :オランダの医療・介護保険制度における保険機関と医療・介護サービス関係者との情報共有フロー
の詳細（Source: Leyden Academy）
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税務部門
タクシー会社
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ビス提供者

在宅ケア提供

Figure 5 のフロー
1. Client が GP を訪ね、個人データ、健康、生活状態について話し合う。
2. GP かアシスタントが、新しい診断や治療について HIS に入力する。
3. 患者の診断や治療に関する重要な情報は、HIS の一部である RSP/LSP に別に格納される。
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4. GP は必要に応じて Client に投薬の処方を書き、医療処置を行う。
5. Client は医薬品を購入し、副作用があればフィードバックし、担当薬剤師と情報を共有する。
6. 薬剤師は使用した医薬品と副作用について AIS に入力する。
7. Client の医薬品の使用と副作用についての重要な情報は、AIS の一部である RSP/LSP に
別に格納される。
8. 薬剤師は必要に応じて、GP が入力した Client の重要情報を RSP/LSP で閲覧することがで
きる。
9. GP は必要に応じて、薬剤師が入力した Client の医薬品の使用と副作用についての基本的
かつ重要な情報を RSP/LSP で閲覧することができる。
10. GP は必要に応じて、Client を専門医に紹介する。
11. Client は専門医を訪ね、健康と生活状況について話し合う。病院が Client の個人データを
収集する。
12. 診断、治療、スキャンやテスト結果は ZIS に格納される。
13. Client と面談の後、専門医は GP に手紙を送り、Client に関する新しい診断、投薬、テス
トやスキャン結果などを告げる。
14. 専門医は必要に応じて、GP や薬剤師が入力した Client の重要な医療情報を RSP/LSP で
チェックする。
15. 緊急の場合、又は GP と接触できない場合、Client は GP センターを訪れる。
16. GP センターの GP の代理者は必要に応じて、GP や薬剤師が入力した Client の重要な医療
情報を RSP/LSP でチェックする。
17. GP は必要に応じて、紹介状を書いて関連健康サービス業者（例：理学療法士、心理療法士）
を Client に紹介する。
18. Client は歯医者や関連健康サービス業者を訪ね、健康と生活状態について話し合う。
19. GP は Client に関する各請求書を保険会社に送付する。
20. 担当薬剤師は Client に関する請求書を保険会社に送付する。
21. 病院はコード化された DOT で、Client に関する各請求書を保険会社に送付する。
22. GP センターは Client に関する各請求書を保険会社に送付する。
23. その他の医療サービス提供者は Client に関する請求書を保険会社に送付する。
24. Client は保険会社に加入しているため、保険会社は Client の個人データを所有している。
25. 保険会社は Client に請求書のコピーを送るか、免責額又は一部負担を請求する。
26. AWBZ 地域で一番大きなシェアを持つ保険会社がその地域で Care Office の役割を果たす
責任がある。法的には保険会社の健康保険部門は Care Office 部門と Client 情報を交換し
てはならない。しかし実際には起こっている。
27. Client が AWBZ の認定を希望する場合、Client は健康、生活状況、社会的環境についての
個人データ、情報を CIZ に伝える。
28. 認定に必要な場合、CIZ 職員は GP に情報を依頼する。 まず Client が明確に許可する必要
がある。
29. 認定に必要な場合、CIZ 職員は専門医に情報を依頼するが、まず Client の明確な許可が必
要である。
30. 認定に必要な場合、CIZ 職員は Client の現在の 長期療養・介護サービス（LTC）提供者
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に情報を依頼するが、まず Client の明確な許可が必要である。
31. CIZ が AWBZ サービスについての認定を行い、判定結果を Client に送付する。
32. CIZ は Care Office にも認定結果を送付する。
33. Client は自分が希望する、必要な LTC について Care Office に伝える。
34. Care office は LTC 提供者が認定されたサービスを支給できるかチェックする。
35. 支給可能な場合には、LTC 提供者は最良のサービスを支給するため、Client の健康、生活
状況、好みに関する情報を集めてから、支給を開始する 。
36. LTC 提供者は、Care Office に LTC 給付の開始、終了、変更についての情報を伝える。
37. LTC の開始、終了、変更についての情報は、CAK に転送される。
38. CAK は税務部門から Client の財政状況について情報を得る。
39. Client は納税申告によって、既に自分の財政状況を税務部門に伝えている。
40. CAK は Client に LTC の使用状況をフィードバックし、一部負担金を請求する。
41. Client は用紙に記入して WMO サービスを自治体に申し込む。
42. 自治体は CIZ に代わって認定評価が可能である。この場合 CIZ が正式な認定を自治体に送
付する。
43. Client は WMO 支援の認定結果の手紙を受け取る。
44. Client が WMO からの交通サービスの受給資格がある場合、指定されたタクシー会社に連
絡する。
45. Client が WMO からのその他のサービスの受給資格がある場合（補助器具など）
、指定さ
れたサービス提供者に連絡する。
46. Client が WMO の在宅ケア・サービスの受給資格がある場合、指定された在宅ケア・サー
ビス提供者に連絡する。
47. 自治体によっては、請求書を作成するために指定タクシー会社に Client の交通サービス使
用状況を尋ねる。
48. 自治体によっては請求書を作成するために Client に交通サービスの使用状況を尋ねる。
49. Client が WMO からその他のサービスを受けている場合には、
サービス提供者に自分のサー
ビスのニーズを伝える。
50. Client が WMO を通して在宅ケア・サービスを受けている場合には、在宅ケア・サービス
提供者に、自分のサービス・ニーズを伝える。
51. 在宅ケア・サービス提供者はしばしば地方自治体から、CAK のために Client のサービス
使用状況について聞かれる。
52. CAK は在宅ケア・サービス提供者に関する Client の自己負担金を計算し、
Client に請求する。
53. 集められた Client の負担金は自治体に送られる。
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3. オランダの医療・介護保険制度の料金体系とインセンティブ
3.1 料金体系とインセンティブ
第一回報告書では、医療・介護保険制度の Client、サービス提供者、保険者、国家機関等、
様々な組織の間の資金のフローを説明した。今回は、関係者間の資金フローについて更に詳細
を説明する。特に重要なのは、いかに料金体系がインセンティブに影響するかである。まず料
金体系の概要と、それぞれの医療サービスにおける長所と短所について述べる。ここで問題に
するのは、経済的インセンティブのみである。幸いなことに医療専門家の多くはこのようなイ
ンセンティブに左右されない。
大まかに 4 種類の基本的な料金体系がある。以下にその概要を説明する：
• 人頭割診療報酬：医療サービス提供者は担当する Client の数で補償され、直接支払いを
受けることはない。良い点は、過剰な治療に対しては報酬がないということである。悪い
点は、健康な Client も取り込んで頭数を増やしたり、比較的健康な住民の住む地域で働
くインセンティブになることである。健康な人々はそれほど治療を必要としない。健康な
Client を多く持つ医療サービス提供者にとっては、患者が増えればそれだけ人頭割診療報
酬が増える。そして彼らに対し、同じデータベース上でそれほど健康でない Client と同じ
数の治療を実施して報酬を得ることが可能である。
• 予算制度：医療サービス提供者と運営組織は、一定の時間枠に予算制限を設けることに合意
している。人頭割診療報酬と同様、予算制度の枠組みの中では不必要なケアを提供しても
報酬がない。従ってサービス提供者は、時間制限に縛られながら、Client に優先順位をつけ
ざるを得ない。この制度の悪い点は、ウェイテリングリストを作ってしまうことである。
• 成果報酬：医療サービス提供者は患者のために時間を費やし、医療機器を使用して補償を
得る。賦課方式の長所は、あらかじめ費用を設定したり手順を整える必要がなく、ウェイ
テリングリストもなく、また健康な Client を取り込もうとするインセンティブもないこ
とである。短所としては、サービス提供者が適切な時期までケアを待ったり断ることをせ
ず、断行しがちなことである。この方法だと医療・介護制度のケアのボリュームが増大し、
医療・介護支出 の増加につながる。
• 診断グループ別定額料金（パッケージ料金）
：医療サービス提供者は、診断や治療を基に、
「ケア・パッケージ」に対する標準報酬の形で補償を受ける。例えば肺炎の患者を入院さ
せた病院は、この診断に対しての標準報酬を得る。診断が間違っていたり、患者が合併症
を発症して別の治療が必要な場合には、既に料金が設定されている別のパッケージに変更
する。同じ肺炎を患っていても、ある患者は他の患者よりも多くの治療を必要とする。た
だ、ここでの目的は肺炎患者一人に対する治療費用の平均が、パッケージ費用と呼応して
いることである。この方法であれば過剰な治療は、長いウェイテリングリストや患者の選
り好みという副作用なしで回避される。 短所としては、医療サービス提供者が不充分な
治療を提供しつつ、一方で入院患者の数
（診断数）を増やそうとすることである。つまり患
者を多く回転させて支払い回数を増やし、費用の方を不充分な治療で抑えるのである。長
所として挙げられるのは、サービス提供者が治療の相談や業務管理のための費用を、詳細
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に見積もる必要があることである。彼らは自分たちが提供する治療の費用詳細を理解する
ようになる。
3.2

ZVW の料金体系

3.2.1 Client から保険会社、医療サービス提供者への支払い
オランダの市民は全員が、競合している民間保険会社のどれかで医療保険基本パッケージに
加入する義務がある。 保険会社は以下の方法で、それぞれが資金を得ている。
• 保険会社は 18 歳以上の Client から基本パッケージと任意のオプション・パッケージの保険
料を受け取る。保険料は Client の銀行口座から直接、保険会社の事務局に振り込まれる。
• Client は健康保険基金
（HIF）に所得比例保険料を納付する。Client が被用者の場合には、
事業主が事業主の銀行口座から被用者の収入の一部を HIF の口座へ振り込む
（2012 年では
被用者の収入が €34,055 までは 7.1%）
。会社経営やフリーランスの場合には、納税の際に
直接、所得比例保険料を HIF に払い込む。もし Client が AOW、民間の年金、離婚慰謝
料など他の方法で収入を得ている場合には、このような
（社会的）給付を行っている機関が
HIF に所得比例保険料を支払う。
• Client は最初に受けた医療サービスに対して免責額を納める。2012 年では €220、2013 年
では €350 だった。医療行為が実際に行われて、免責額、又はその一部を支払う必要が生
じた場合、Client はこの部分を保険会社から借りていることになる。保険会社は既に請求
額の全額を支払っているからである。この免責控除制度は Client に不必要な診察や治療を
思い留まらせるために設定された。但し Client に必要な診察や基本的な医療サービスを回
避させないため、GP の医療サービスにはこの制度は適用されない。
• その他にも特定のケアに対しては、Client に一部負担が要求される。医療保険基本パッ
ケージの一部負担は以下のとおりである：
○ 補助器具
○ 特定の投薬
○ 産科サービス
○ 医療スタッフが同乗しない患者の送迎
○ 医療認定がない病院での出産
○ プライマリ・ケア部門での心理セラピー
○ 精神医療ケア
○ 歯科治療
オプション・パッケージの Client の一部負担については、各保険会社によって方針が異なっ
ている。
3.2.2 保険会社から医療サービス提供者への支払い
医療サービス提供者は、以下のような形で補償される。
• GP は人頭割診療報酬と成果報酬を受ける：一年のうち Client が訪れた回数
（4 回まで）と、
一回の診察毎の標準報酬
（€9）を受け取る。特定の治療を実施したり、設備の使用があっ
た場合には（簡単な施術や、血液検査、スキャンなど）保険者から追加の補償が支払われる。
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GP が人頭割診療報酬制度を利用して余分な報酬を得るため健康リスクの低い Client や地域
を選ばないように、Client 一人当たりの報酬額は Client が住む地域によって異なっている。
• 病院、関連健康サービス業者、歯科サービス業者、その他の医療サービス提供者は、
（疾
病・診療分類の）パッケージ料金で報酬を支払われる。2006 年から 2011 年までは、この
パッケージ料金は DBC、2012 年からは DOT と呼ばれている。DOT と DBC の間には大
きな違いが 2 点ある：
○ DBC はおよそ 30,000 存在し、一部は特定の病院のみに適用される。DOT はおよそ
4400 存在し、
「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。
○ DBC が直接請求なのに対し、DOT の場合はいわゆる
「分類システム」を使用して請求
する。医療サービス提供者が診断、テスト、トリートメントをウェブサイトに入力す
ると、ウェブのアプリケーションがデータを分類し、提供された医療サービスに最も
適合する DOT を探してそれを
「認証」する。この認証を終えてからでないと 保険者に
DOT を請求することはできない。
DOT は大まかにいって 2 つのセグメントで構成されている：
（1）セグメント A（±
30%）はオランダ医療サービス庁
（NZa）が年間料金を設定し、
（2）セグメント B（± 70%）は
保険者やサービス提供者が料金について交渉する。DOT の支出は主に 2 つで、人件費も
含めた病院と専門医への補償である。専門医とは、勤務医と開業医の両者を指す。
（3.2.3 に
詳述）
• CVZ が HIF を管理している。保険会社は HIF を通して 18 未満の Client や高リスクの
Client への医療サービスの報酬を受ける。
3.2.3 医療サービス提供者からスタッフへの支払い
医療専門家は開業しているか、勤務医として雇用されている。開業医は直接、保険者から報
酬を得て、装置、設備、医療サービスを実施するために、必要なスタッフへ賃金を支払う。通
常、スタッフは時給払いである。
オランダでは多くの場合、専門医が病院で開業医と同じステータスで働いていており、
“Freely Established Specialists”
（FE specialists）と呼ばれている。同じ病院で働き、心臓病な
ど専門を同じくする専門医は、協同組合のもとで FE Specialists として仕事をする。全ての
FE specialists は病院に拠点を置く協同組合の組合員
（Partner）である。組合は提供した医療
サービスの対価として保険者から直接支払いを受け、利益は組合員に分配し、病院に使用した
設備や用具の支払いをする。
現在、病院が FE specialists を置くことについては議論がある。彼らは雇用されて働く同業
者よりも高くつく可能性があるというのがその根拠である。彼らの収入は治療の数にかかって
いるため、収入のために数を多くする可能性がある。一方、専門医が時間単位で収入を得てい
れば効率的に仕事をするインセンティブがそがれる、という反論もある。
3.3 AWBZ の料金体系
収入のある全てのオランダ市民は
（賃金、利子、年金、その他の社会保険給付全て）
、2012
年で年収が €34,055 までの場合、収入の 12.15% を AWBZ の保険料として中央政府の税務部
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門に納付する。中央政府はこの資金を AWVZ の財源を管理する CVZ に供給する。CVZ は
Care Office に PGB の資金を、CAK に現物給付に必要な資金を支給し、そこから資金は各医
療サービス提供者に送られる。
Care office はその地域の長期療養・介護サービス提供者
（居宅サービス組織、ケア・ホーム、
ナーシング・ホーム）と毎年契約内容について交渉する。契約はその地域のサービス提供者が
実施する長期療養・介護サービスの種類、規模、価格、質を記載したものである。長期療養・
介護サービス提供者は、年の初めに Care Office から支払指示を受けた CAK から手付金を受
け取る。Care Office は年末に長期療養・介護サービス提供者への支払い残高を計算し、CAK
に新たな支払指示を出す。
CAK は税務部門からの情報を基に、AWBZ ケアに対する Client の一部負担金額を計算す
る。Client は長期療養・介護サービスを受けたその日から、負担金を支払う義務が生じる。最
初の 6 ヵ月間は月最高 € 715 までの低額負担で済む。Client が病院から転院した場合には、病
院での月日がこの最初の 6 ヵ月に含まれる。6 ヵ月を過ぎると Client は月最高 €1773.40 まで
の高額負担を支払わなければならない。Client は毎月、自己負担金額の大きさと根拠を記した
手紙を受け取る。負担金額は毎月請求されるか公的年金から差し引かれる。
SVB は Care Office の指示に従って、PGB を支給する。話を単純にするために、よく Care
Office が PGB を支給すると言われる。PGB を受け取った Client は、どのように PGB を使用
したかを Care Office に報告する義務がある。SSP は PGB の利用方法に関し Client を助けて、
申し込みや事務手続き、確認を行う。PGB に対する Client の負担金額は Care Office が計算す
る。自己負担分は PGB 合計から差し引かれ、差引額が Client に支払われる。
長期療養・介護サービス提供者の全てのスタッフは賃金で収入を得ている。
3.4 WMO の料金体系
地方自治体は中央政府からの交付金と地方税から財源を得て、毎年 WMO の予算を組む。
通常は、社会支援サービスを営利団体へ委託し、毎年契約について交渉する。
各地方自治体は、Client の一部負担が必要かどうか、また必要な場合の計算方法を決定す
る。自治体の職員が自分たちで請求額を計算することもあれば、CAK に委託することもある。
CAK が負担金額を計算する場合、給付したサービスについては自治体かサービス提供者から、
収入については税務部門から情報を得る。自己負担分は在宅ケア、補助器具、自宅の改装、個
人介護予算などに適用される。自治体によっては交通サービスにも適用する。営利タクシー会
社を利用する時は、自己負担分をどのように交通サービスに充てるか方法が分かれる。まず収
入に関係なく、タクシー会社が直接自己負担分を請求する場合がある。例えば、タクシー会社
は自治体には走行キロ数毎に決められた金額を請求し、残りを Client に請求する。また、自治
体がタクシー会社にサービス代金全額を支払い、後でタクシー会社からの情報を基に Client の
負担金額を請求する方法もある。その他には、Client がタクシーの乗車代金のレシートを自治
体に提出し、それが収入に応じて補填されることもある。
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4. 費用を抑制し効率化を進めるための施策
ここでは 4.1 で増大するオランダの医療・介護サービス費用の変動を大まかに紹介し、その
後医療・介護サービス給付、有効性や効果などの傾向について分析する。そして 4.3 と 4.4 で
極めて急速に増大しつつある医療・介護費用に対する過去と未来の政策の変遷について述べる。
4.1 増大するオランダの医療・介護支出
オランダの医療・介護セクターの費用は膨らんでゆく一方である。以下にその要因を挙げる：
• 医療の革新により様々な治療が可能となり、過去には治療できなかった疾患や健康問題が
治療できるようになった。これはもちろん Client にとっては朗報だが、医療・介護の平均
支出を押し上げるのも事実である。
• Client が自分自身の健康について認識を高め、また自己主張するようになった。Client が
健康状態や健康リスクについての知識を得、また権利意識が強くなったために、治療数は
上昇傾向にある。医者の方も健康上好ましくない結果になれば責任を問われるため、小さ
なリスクも見逃さなくなっている。
• 人口の高齢化。高齢化が公的医療・介護サービス支出の増大の主な要因である。2010 年
では人口 1660 万人のうち 65 歳以上は 250 万人だった。中央統計局
（CBS）
は、65 歳以上の
人口は 2020 年に 340 万人、2030 年には 410 万人に増加すると予測している。それに対し
人口は 2010 年から 2020 年までの間に 2.6%、2020 年から 2030 年までは 2.2% と僅かな伸
びを示すに過ぎない。これは 65 歳以上が 2009 年には 15％だったのが、2040 年には 24％
に増加することを示している。オランダ市民は生涯の医療・介護支出のうち 72％を 65 歳
超 3 から支出することを考えると、高齢化による医療・介護支出の大幅な増加は避けて通
れないものであることがわかる。
• ボーモル効果
（Baumol effect）
。この経済理論によれば医療・介護セクターは他の公的セ
クターと同様、経済成長を遂げている時には
「生産性：価格」率が継続して低減してゆく。
労働生産性が上がり革新が経済成長をもたらし、賃金が上がる。ボーモル効果とは、生
産性を上げている部門の被雇用者が高い賃金を得ているため、生産性を上げていない部門
の被雇用者も（主に公的部門）高い賃金を要求することを指す。つまり賃金の上昇と共に医
療・介護支出も膨らんでゆくが、
「アウトプット」― 治療を受けた患者数で測る ― は平均
賃金と同じペースでは上昇してゆかないことを意味している。
• 医療・介護制度改革。オランダでは公共予算から、自由市場制度へと重点が移行しつつあ
る。これは競争によって医療サービス提供者が効率化を求めてリサーチし、ウェイティン
グリストをなくそうというものである。一方、多くの医療サービス提供者は現在規模を拡
大しようとしている。例えば、病院が扁桃腺手術に公的予算の制約を受けなければ、専門
医に働きかけ、できるだけ多くの扁桃腺手術を試みて実績を増やそうとする。
• 供給サイドが主導する需要。もし長期療養・介護サービスを AWBZ や WMO を通じて
3

Source: RIVM
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“free basis”
で提供できれば、公共支援の周辺で家族介護活動が活発化する
（BOX 3 参照）
。
特に他の国と比較するとオランダは長期療養・介護サービスと社会支援が極めて公共性の
強いものとなっている。つまりオランダ市民は医療・介護サービスと健康については
（少
なくとも一部は）政府からの支給にたよっている。これはオランダの文化と共に公的機関
を通じて幅広いサービスが入手可能な環境のためである。

Box 3 : 供給サイトが主導する需要の例。
初期のアルツハイマーで、歩行も少し困難になってきた A 氏は奥さんの B さんか
らケアを受けている。B さんは息子や娘と共に A 氏には WMO の在宅ケア、AWBZ
の施設外個人サービス（レベル 3）
、ナーシング・ケア（レベル 2）の受給が必要であ
るとの結論に達した。B さんと子供たちは、公共のケア・サービスに申し込んで免責
額を支払い、WMO からの支援と AWBZ のサービスに補足する形で、自分たちがケ
ア活動を割り振ろうと決心した。こうして B さんは家を離れてしばらく過ごすことが
でき、子供たちは A さんを見舞わなければというプレッシャーから解放された。

4.2 現在の医療・介護サービスの傾向
医療・介護保険制度をマクロ・レベルで評価する上での重要な指標は健康寿命である。マク
ロ・レベル（制度的レベル）
で医療・介護サービス給付の水準を計る物差しは、例えば医療・介
護支出、施設での平均入院
（入所）
日数、死亡リスク、患者の満足度などである。また高齢者の
健康のバロメータとなるのは、褥瘡と転倒回数である。以下に医療・介護保険制度の効率
（質）
と費用を反映する指標について説明する。
4.2.1 マクロ・レベル：平均余命 4
平均余命は全死亡率を反映した人口統計学上の重要な数値であり、国別、時代別の有効な比
較も可能である。平均余命は全ての年齢グループについて医学的、社会的、政治的構造が影響
する具体的な健康度の指標といえる。社会的、経済的発展が継続してゆく中で、平均余命は過
去 150 年の間、先進国全てで大きく伸長してきた。2010 年のオランダの平均余命は女性が 81
年、男性が 77 年である。Figure 6 は 1850 年から 2010 年までオランダを含む
「平均余命の記
録保持国」、つまり最も高い平均余命を記録した国々である。まずオランダの平均余命は 1850
年には傾向直線の遥か下にあることに気付く。先進国では若年層中年層の死亡率は最低に至っ
ているので、平均余命の差は主に老年に達してからの死亡率である。従って 65 歳での平均余
命、つまり 65 歳に達した段階であと何年生存できるかを調査することが重要である。オラン
ダでは 65 歳の平均余命は 2010 年で女性 21.2 年、男性 18 年だった。
4

更に詳しい情報は以下のサイトで閲覧が可能：
“Dutch life expectancy from an international perspective”
by D. van Bodegom L. Bonneux, F. M. Engelaer, J. Lindenberg, J. J. Meij, R. G. J. Westendorp, Leyden
Academy on Vitality and Ageing 2010. Web address: http://lava.test.yellowcat.nl/UserFiles/file/
Onderzoek%20levensverwachting_okt_2010/rapport_2010__in_boekvorm_definitief_30_9_2010.pdf
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特に 65 歳での平均余命は（Figure 7）
、その国の社会・医療制度の加齢に伴う慢性的疾患の
予防、対処の成果を反映している。オランダで過去 10 年の間、個人が慢性疾患なしで迎える
年数は減少している。これは主に慢性疾患に高血圧も含んでいるからだが、より若いうちに、
医者にせよ自己診断にせよ症例が発見されるようになってきたためでもある。また人工股関節
置換手術など、治療が可能になったこともその一因である。少なくとも長寿の一因は、症例発
見数が増え、同時にリスクに対する医療処置の数も増したからだといえる。
長く健康な生活を送るためには様々な方法がある。まずアテローム性動脈硬化、糖尿病、認
知症など、加齢に伴う慢性疾患の予防が大切である。食生活を改善し、運動量を増やし、喫
煙、高血圧、肥満を予防するなど、公衆衛生対策には重要な役割がある。第二に、執拗な合併
症や障害を若い段階で最小限に抑えるため、加齢に伴う慢性疾患に対する審査と診断戦略が重
要である。第三に治療とケアの両方の枠組みと資金調達を最適化しなければならない。そして
その効果は平均余命の伸長で推し量ることができる。
Figure 6 : 1850年から2010年までの男女別平均寿命、オランダと平均余命の記録保持国との比較

Women

Men
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Figure 7 : 1980年から2008年までのオランダの65歳での平均余命（source: CBS）.

女性

男性

4.2.2 マクロ・レベル：医療・介護支出
マクロ・レベルの医療・介護支出の情報を、Appendix の A1.1 及び A1.2 に示す。Figure 8 は、
国レベルでの長期療養・介護サービス・セクター及び社会支援セクターの資金の流れを表して
いる。社会支援セクターでの支出は、2011 年に 123 の自治体から集めた SGBO のデータを基
に算出している。
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Figure 8 : 2011年のAWBZとWMOの資金の流れ（Source: Leyden Academy）5

中央政府

CVZ

Care offices

地方自治体

CAK

LTC
提供者

Clients

サービス
提供者

Figure 8 のフロー説明 :
1. 全てのオランダ市民は課税前収入の12.15% を保険料として支払う。
2. 全て収入のあるオランダ市民は、様々な種類の税金を中央政府に納める。
3. 全て収入のあるオランダ市民は、様々な種類の税金を地方自治体政府に納める。
4. 中央政府はAWBZに原資を拠出する（BIKK）。
5. 中央政府はCVZにAWBZ保険料の原資を管理させる。
6. AWBZの原資の不足分は中央政府が補填する。
7. 中央政府は国税の一部を自治体交付金を通じて自治体に支給する。
8. CVZはAWBZ原資の一部を長期療養・介護サービスのためCAKに支給する。
9. TCVZはAWBZ原資の一部を個人介護予算のためCare Officeに支給する。

5

Data of the levels of AWBZ expenditure are from the CVZ. Data on the levels of WMO expenditure
are estimated from the data in a report by the SGBO “Benchmark
(
WMO 2012: Results of the Year
2011”
). Data on personal budgets for instrumental aids and home adjustments (WMO) were unavailable.
Therefore, flows of expenditure through PGBs are not reported for the WMO, and instead subsumed
under flows 22, 23, 24, and 25.
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10. 長期療養・介護サービス提供者は、Clientに支給されるサービスの開始、終了、変更に
ついてCare Officeに報告する。
11. Care officeは長期療養・介護サービス提供者への補償金額を計算し、CAKに請求に対
する支払いの指示を出す。
12. CAKはナーシング・ケア、個人サービス、カウンセリングの提供者に支払いをする。
13. CAKは障害者へのサービス（ケア）提供者に支払いをする。
14. CAK長期的な精神面でのケアの提供者に支払いをする。
15. CAKはAWBZサービス提供者への支払いをする。
16. Care officeは、Clientに個人介護予算の支払いをする。
17. Clientは個人介護予算を使用して、長期療養・介護サービス提供者にサービスの支払い
をする。
18. CAKは中央政府の税務部門から、全てのClientの財政状況の情報を入手する（AWBZ
及びWMO）。
19. CAKは（11）及び（18）から得た情報を基に、AWBZの一部負担金額を計算しClient
に請求する。
20. ClientのAWBZの一部負担はAWBZの原資となりCVZが管理する。
21. サービス提供者がClientをWMOを通して支援した場合は、サービスについて地方自治
体に情報を提供し請求書を送付する。
22. 自治体政府は在宅ケアの提供者に支払いをする。
23. 自治体政府は障害者の補助器具やその他の援助について提供者に支払いをする。
24. 自治体政府は、社会カウンセリングやアドバイスの提供者に支払いをする。
25. 自治体政府は社会・文化活動（0.7 billion）やその他の社会援助サービス（0.2 billion）
の提供者に支払いをする。
26. 自治体政府は、Clientへの社会援助サービスにかかった金額をCAKに報告する。
27. 在宅ケア・サービス提供者は、Clientへのサービスにかかった金額をCAKに報告する。
28. CAKは（18）
、
（26）
、
（27）からの情報を基にWMOの一部負担金額を計算し、Clientに
請求する。
29. WMOへのClientの負担金は自治体政府に還流する。
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4.2.3 制度レベル：病院
オランダでは過去 20 年間、入院数は増え続けているが、病院のベッド数平均と入院日数は
減少している。
1976 年から 2006 年の間、一般病院と大学病院の両方でベッド数は 30％減少し、
1993 年から 2010 年の間に入院数はほぼ 50％増加した
（Figure 9 の折れ線グラフ b 参照）。棒
グラフ a では、新生児と 65 歳超の人々が最も多く入院している。また Figure 10 に示す通り、
ベッド数と同様、入院日数も減少している。
周辺諸国（オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、スペイン、スイス、イギ
リス）と比較して、2009 年ではオランダの入院率と入院日数は、平均をやや下回っている。6
Figure 9 : オランダにおける入院数の変遷 （Source: CBS）

オランダの病院のベッド数は少なく
（人口 1000 人に対してベッド数 2.8 ／平均は 3.7）
、医者の
数に至っては 8 ヵ国の中で最も少ない
（人口 1000 人に対して医者 1.6 人／平均 2.4 人）
。7 ヵ国の
平均と比べると手術の数は少ないが
（扁桃腺切除と白内障の手術を除く）
、5 年生存率は高い。
こうしてみるとオランダが他の国々と比較して GP や病院への支出が GDP に占める割合が
一番低いのは驚くに当たらない（性別、年齢別に調整後 3.7%）
。また欧州医療・介護消費指数
2012（Euro Health Consumer Index 2012）によると、オランダは病院の実績については最高
スコアを取得している。スコアは患者の権利と情報、アクセスのし易さ、治療の成果、予防、
調剤という 5 つのカテゴリに分けられている。このスコアからみる限り、オランダの医療・介
護制度はかなり効率的とみることができる。

6

Based on Health at a Glance, 2011: OECD.
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Figure 10 : オランダにおける入院日数の変遷 （Source: CBS）

一方、医療・介護におけるその他の支出
（GP と病院以外）は他の欧州 7 ヵ国と比較してオラ
ンダが最も高い。長期療養・介護サービス給付、社会支援、精神面のケア、事務費、その他の
医療・介護サービス提供者が GDP の 7.4% を占める（性別、年齢別調整後）
。つまり、政策立
案者は増大する医療・介護サービス支出と効果的に取り組むためには、GP と病院以外の医療・
介護サービス・セクターを見直す必要がある。
4.2.4 制度レベル：長期療養・介護サービス
2006 年から 2010 年にかけて、施設外サービス提供者の数は 700 前後 から 1200 超まで増加
した。それに対して施設サービス提供者の数は減少している。特にケア・ホームの数は 500 前
後から 400 前後と減少した。またナーシング・ホームの数は安定している。これには 2 つ理由
が挙げられる：（1）ケア・ホーム全体の中でケア・ホームの合併が減少している；
（2）多くの
長期療養・介護サービスが施設サービスの形ではなく施設外サービスの形で提供されるように
なった。これは施設サービスは施設外サービスよりも高額であるため、効率化を進めるにつれ
てサービスを施設から施設外へ移行させたためとみられる。
2006 年から 2010 年までの間にケア・ホームの数が減少しただけではなく、Client 一人当た
りのケア・ホームやナーシング・ホームへの入所日数も減少した。仮に長期療養・介護サービ
ス施設の収容人数が 100 人とすると、2006 年にこの施設に入所を許可されたのは、平均 152
人だった。2006 年から 2009 年までに平均入所日数が 5% 減少し、2009 年には 160 人となった。
相対的にここ数年施設を利用した長期療養・介護サービスは減少しているが、家族介護者数は
増加している 7。これは高齢化の直接の影響ともいえるが、オランダでは長期療養・介護サー
ビスが公共のものではなくなってきたことを示しているともいえる。これはオランダ政府が公
的長期療養・介護サービス制度よりも家族介護者、社会的ネットワークとコミュニティの努力
に期待している事と連動している。次頁の Figure 11 は、2009 年に長期療養・介護サービス
7

Source: Social and Cultural Planning Bureau
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施設に入所した Client の年齢別入所日数である。
Figure 11 の下で説明するとおり、施設外サービスは WMO からの在宅サービスを含むが、
その他の WMO サービスは含まない。WMO の効果
（質）
と費用については 4.2.4 で述べる。
Figure 11 : 年齢別長期療養・介護サービスの使用状況（2009年）8

施設サービス

施設外サービス

Figure 8 に長期療養・介護サービス及び社会支援
（AWBZ 及び WMO）の資金のフローを図
示しているが、数字をみる限り AWBZ の支出は 24.6 billion で、WMO の 4.2 billion という支
出予測よりも遥かに高い。AWBZ のケアは WMO の援助よりも遥かに集中的である
（要介護
度による完全入院と 24 時間看護、ナーシング・ケア、個人サービス）
。しかし政策立案者は、
あまり集中を必要としない長期療養・介護サービスは、予算に制限のある地方自治体を通して
支給する方が、大きな公的制度を通すよりも効率的であるとみているため、AWBZ の多くの
部分を WMO に移管しようとしている
（4.3 及び 4.4 参照）
。
4.2.5 制度的レベル：社会支援
次頁の Table 1 には 2008 年から 2012 年までの、124 の自治体の WMO の一人当たりの費用
と、高齢者にとって特に重要な 3 つの分野を示している。これは公共施設のサービスの指標を
作成する民間研究所 SGBO が集めた数字である。WMO サービスの実績と支出のデータは 415
の自治体
（2012 年）をまたがっており、各自治体はそれぞれが WMO サービスの領域を設定し
ているため、社会支援セクターの支出レベルの統一した情報を得るのは難しく、通常の方法で
は不可能である（例：健康厚生スポーツ VWS 省、中央統計局 CBS、SCP）
。Table 1 の数字は
WMO の支出レベルについてある見解を示してはいるが、高齢者が支出のどの程度を占めてい
るかは明確ではない。
在宅ケアの一人当たりの支出レベルは 2010 年に大きく増加したが、2009 年から 2011 年
の間に、新規の申込者数は減少している。2009 年から 2010 年に在宅ケアを受けた一人当た
りの平均支出は €2,929 から €3,234 に上昇している
（2011 年では €3,370）
。恐らく認定の基準
が厳しくなり、サービス提供者のコストが上昇したためと思われる。また SGBO の報告によ
ると、WMO の一人当たりの支出は小規模な自治体よりも大規模の自治体の方が遥かに大き
く、€334.91 対 €237.11 である。大きな自治体の方がより多くの WMO サービスを提供してい
るか、WMO の援助を受ける住民の数が多いためと思われる。しかし支出の差はおよそ €100
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（29%）であり、また他の要素も関係しているはずである。ボランティア、民間支援、家族介護
の水準はコミュニティが小さい方が高く、公共サービス、公共支援の代替となっている。
9
Table 1: WMOの年次支出と実績（2008年～2011年、 124の自治体）

2008

2009

2010

2011

一人当たりの支出（€）
合計

208.77

活動分野 5 & 6

-

在宅ケア（±）

10

（PGB で受領する %）

78.00
-

230.07

233.16

252.17

140.71

154.73

157.25

77.00

91.00

96.00

（16%）

（17%）

（18%）

家の改装

13.60

12.60

12.60

11.10

一般交通サービス

11.10

10.30

11.80

11.70

車椅子

9.40

9.20

9.00

8.40

-

7.60

8.10

8.10

スクーター
個別交通サービス
間接費
（一部負担金）
活動分野 4

-

6.60

4.70

4.20

18.89

17.41

17.53

17.75

（11.24）

（11.64）

（13.85）

（16.93）

-

-

4.71

4.45

家族介護活動

-

-

2.05

1.95

ボランティア活動

-

-

2.66

2.50

-

-

73.72

90.47

その他の活動分野
実績（平均スコア、0-10）
社会的品質

-

6.6

6.6

6.7

環境遮断・妨害

-

3.9

3.8

3.4

7.8

7.8

7.8

7.8

情報とアドバイス : field 3

-

126.0

145.0

108.0

在宅ケア : Field 5/6

-

12.0

10.9

9.2

Field 5 & 6 のその他の給付

-

23.2

21.9

19.2

満足度：在宅ケア
新規アプリケーション（per 1,000）

4.3 増大する医療サービス費用に対するこれまでの対策
4.3.1 政治環境
医療及び長期療養・介護サービス・セクターで、増大する医療・介護支出に歯止めをかける
ため、近年行われた重要な変革を定義する前に、オランダの政治状況を述べておく。2010 年、
政府が解散した後に国政選挙が行われた。この選挙では VVD（Conservative-liberal Party）
が最も多くの議席を獲得し
（150 議席のうち 31 議席）
、30 議席の PvdA（Social-democratic or
“Labour”party）がそれに続き、PVV（Party of Geert Wilders）が 24 議席、CDA（Christian9

Source: SGBO, Benchmark WMO 2012.
Client 一 人 当 た り の 在 宅 ケ ア・ サ ー ビ ス 支 出 の 平 均 は 2008 年 が €2,638、2009 年 が €2,929、2010 年 が
€3,234、2011 年が €3,370 だった。

10
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democratic Party）は 21 議席だった。VVD、PVV、CDA は Rutte I と呼ばれる連立内閣を組
織したが、PVV は閣外協力に留まった。この内閣は 2012 年 4 月 21 日に解散し、PVV は協力
から撤退した。Rutte I 内閣の間に ZVW、AWBZ、WMO に関連する多くの決議がなされた。
ただ、これらの決議は内閣が解散したために、実行に移されなかった。
2012 年 10 月に新しく選挙が行われ、その年の 11 月、新しい連立内閣が発足した。VVD と
PvdA が連立を組んだ Rutte II と呼ばれる新しい内閣である。Rutte II は健康保険料を収入に
比例して徴収し、健康手当を完全に廃止しよう試みた。これは中・高収入層は保険者に高い保
険料を、低収入層は少ない保険料を支払うということである。これに対し多くの反対が起こ
り、所得比例の健康保険料というプランは中止となった。AWBZ の大きな予算削減も Rutte
II のアジェンダであった。予算削減には国民も医療専門家も反対を唱えたが、どうやら従う見
込みである。このことは 4.4.2. に詳しく述べる。
4.3.2 医療サービス
この 10 年間、特に ZVW が導入された 2005 年から 2006 年にかけて、医療サービスの費用
は大幅に膨らんだ。2006 年の ZVW 導入時からの医療サービス・セクターにおける費用増大
を抑制するため、多くの対策が取られた。
• 主に増長してゆく患者の自己主張、要求を抑え、医療・介護施設の過剰利用を防ぐため、
免責控除金額が引き上げられた。
• 政府は健康保険料の大幅な値上げを回避するため、医療保険基本パッケージの範囲を縮小
した。例えば理学療法の範囲はここ数年継続して縮小している。例を挙げると、理学療法
の最初の 20 回までのセッションは、2013 年に基本パッケージからはずされ、20 回目以降
のセッションでも、一部の治療のみが基本パッケージによって補償される。
• 自由市場インセンティブによるサービス過剰に対応するため、医療監察局
（IGZ）
がいわゆる
“Volume norms”のリサーチを行い、公表した。Volume norms は、病院が複雑な手術や治
療を実施する能力を持続するため、一年で最低限実施する必要のある手術や治療を示して
いる。膵臓がん、直腸がん、大動脈瘤の選択的手術などがこれに含まれる。Volume norm
に必要な手術や治療の回数については、医療・介護の科学評議会に意見を求めている。
• 保険会社は、Volume norms や医療機関の質的な水準を発表している。例えば 2011 年に
保険会社 CZ は、オランダの 6 つの病院で乳癌の手術の補償を取り止めた。この 6 つの病
院は、品質指標のスコアがあまりに低かった。品質指標で最も重要なのは手術後の生存率
である。CZ はオランダの医療・介護セクターで最も大きい保険会社の一つであるため、
病院側は医療行為のレベルを上げるか、手術の実施を取り止めるしか方法はない。IGZ や
保険会社が Volume norms と品質標準を管理しているため、病院は医療の特定領域に特化
することになる。
• 2012 年、Rutte I は入院に対しても Client の自己負担を適用しようとしたが、
（一日およそ
€7.50）
、Rutte II はこのプランを破棄した。
• 2011 年 11 月 4 日、Conservative-liberal Party（VVD）は、Client は保険会社だけでなく、
医療サービス提供者の請求書も受け取るべきだと主張した。これには 2 つの理由がある：
（1）Client が医療・介護サービスがどれだけ高額か確認できるため、将来的に医療・サー
ビス支出の抑制に理解を示すようになる、
（2）保険会社は正しい DOT が入力されたか確認
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のしようがないが、Client は医療サービス提供者の
「水増し」をチェックできる
（2.5 参照）
。
これが実施に移されるかはまだ確定していない。
4.3.3 長期療養・介護サービス
AWBZ の支出は 1967 年から増え続けている。高齢化が進むにつれて長期療養・介護サー
ビスの受給資格のある Client 数が増え、AWBZ の支出に大きな影響を与えている。しかし
RIVM の試算によると、2001 年から 2010 年までの 10 年間は、高齢化による医療サービス費
用への影響はわずか 15% 分に過ぎない。それよりも政治的な政策の方が遥かに AWBZ 支出の
増大に影響している。1967 年から 2010 年までの間、政策の変更と共に、AWBZ を通じて健
康上の問題や疾患が補償される割合がどんどん上がってきた。去年オランダの政策立案者は、
一部の医療サービス給付を AWBZ から外し、また長期療養・介護サービスの受給資格を一部
変更しようと試みた。以下にここ数年間の AWBZ への重要な変更を紹介する。
• 2008 年 1 月 1 日から、在宅ケアは AWBZ ではなく WMO を通じて支給されることになっ
た。将来的には、更に施設外サービスが AWBZ から WMO に移管される予定である。施
設外長期療養・介護サービスを分散させると以下のようなメリットがある。地方自治体は：
○ ケア受給者に簡単にアクセスできる；
○ 地元の長期療養・介護施設の費用と質の情報を得やすい；
○ Client の社会環境や人的ネットワークの情報を得やすい；
○ 予算が限られているために、場合によっては社会支援や長期療養・介護施設の予算
を厳しく削減する。自治体は正式な医療・介護施設にたよるよりも削減によって、
Client の人的ネットワークの利用を促進できることを認識している；
○ WMO の他の社会支援活動とのシナジー効果を得る。
• 2009 年以降は軽い障害の Client にはカウンセリングは認定されない。
• 政府は誤用を防ぐために、継続して PGB の受給資格を狭めてきた。メディアは年老いた
両親を持つ子供たちが、PGB を両親のケアに使わずに一緒に旅行する、という話題を取
り上げた。怪しげな営利企業が PGB の申し込み、使用、管理の援助を申し出て顧客の
PGB の一部を他の目的に使用した、というニュースも出た。現在 Client は前もって予算
を組み、サービスの使用を正確に報告することを義務付けられている。
• VVD、CDA、及び PVV の連立内閣は、知的障害者にかかる AWBZ サービスの費用を削
減するため、受給資格を IQ85 から IQ75 に変更しようとしたが、これは Rutte II により
拒否された。
4.3.4 社会支援
WMO については 2007 年の発足以来、主だった変更としては 2008 年に在宅ケアが加わり自
治体の責任となったことくらいである。これ以外には WMO には大きな変更は加えられてい
ない。この 5 年間は WMO の始動期間であり、この間、政策を変更しても効果がないと実証
されたためである。
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4.4 増大する医療・介護費用に対応する将来の政策
ここではまずオランダの政策立案者が、医療・介護制度の質を向上させ、効率化を図るため
に、どのような視点を掲げているか概要を述べ、その後で 2013 年以降の政策措置を説明する。
4.4.1 長期的かつ幅広い目的
ここ何年にも渡って実行されてきた数多くの政策措置に基づき、オランダ政府の幅広く長期
的な目的は以下 2 点に集約され、今後も継続してゆく見通しである：
1. 正式な制度ではなく、市民自身と友人、家族、隣人などの人的ネットワークがより大き
な責任を負担する。
2. 自己責任、医療・介護サービスの受給、そして身近な解決策の間に明確な境界線を引く。
増大する医療・介護費用を抑制するためにオランダ政府が今後採用する政策は、自己責任と
積極的社会参加というコンセプトに基づいている。自己責任は自分自身に責任を持つこと、積
極的社会参加はコミュニティに住む他の人々についても責任を負担することである。その目的
は、オランダ市民の公的医療・介護制度への依存度を減らすことである。
Client が独立すれば、セルフケアや自助努力の度合いが高まり、また Client 自身がより良
い意思決定をするようになり、医療・介護サービスへの要求が少なくなる。政策措置の一つは、
医療・介護サービスと住居を完全に切り離そうとしている。例えば、かつての連立内閣 Rutte
I は入院した日数分、入院費用を自己負担とする計画を立てた。又、
AWBZ の長期的目的では、
居住費は給付からはずされる
（AWBZ から支給されるのは長期療養・介護サービスのみであり、
住居ではないという考え方である）
。優れた医療・介護サービスへのアクセスは権利とみなさ
れるが、居住費の補償はそうではなく、少なくともその一部を支払うのは個人の責任である。
積極的社会参加は主に家族介護者、親戚、友人、隣人からの支援が中心となる。政府は家族
介護活動を活発化させることによって、医療・介護サービスの規模を縮小しようと試みてい
る。例えば、治療後の院内リハビリテーションへの給付を縮小し、回復は Client 自身の社会
的ネットワークを利用した迅速かつ親身な世話に委ねる。入院の平均日数を減らせば、費用を
抑えることができる。同様に、在宅ケア給付も受給資格を厳しくし、Client の友人、隣人、親
戚などが生活の基本的活動を支援するように仕向ける。
前頁の 2. については、政府はここ何年もの間、医療・介護に関する法律や公的給付が、自
己責任と公的医療・介護の受給資格とのバランスを取りながら、財政上も法律上も効率的な制
度となることを望んできた。簡潔にいうと、Client 自身とその社会的ネットワークが施設、住
居、個人サービス、社会支援の形態、その他のケアや援助活動の需要と供給について、一義的
な責任を担うということである。Client が財政状況、健康状態、社会的ネットワークの事情に
よって責任を担うことができない場合のみ、公的枠組みを通じてケアや援助活動を提供すべき
である。
結論を述べると、現在の政府は AWBZ を 10 年かそれ以上の長い時間をかけて完全に撤
廃したいと考えている。それには一段一段ステップを踏んでゆく必要がある。第一に、現在
AWBZ が支給している個人サービス、カウンセリング、デイケア・サービス、その他のサー
ビスを WMO に移管する。これらはより社会支援に近く、Client の社会的ネットワークから供
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給できるはずである。つまり国や AWBZ の官僚制度よりも、地方自治体の方がこれらのサー
ビスの手順や支給に適している。このことは、身近な解決策を持っているとみなされる Client
は、このような形でケアや援助を得る資格がなくなることを意味する。第二に、短期・長期入
所の施設、設備（
“hotel costs”
）
の準備や補償は本来 Client の責任とみなされ、公的資金からは
はずされる。第三に、ナーシング・ケアは長期療養・介護サービスや社会支援よりも医療サー
ビスに近いため、ZVW を通じて支給される。
4.4.2 2013 年の政策措置
ここでは、2013 年以降の医療・介護保険制度における政府方針の変更について述べる。政
府は短期的な政策措置については、徹底的に検討している。まず、長期的な変更について述べ
てから、医療・介護保険制度で最も重要な変更を定義する。以下は 2013 年に発効される医療・
介護方針の変更である：
• 2013 年から、保険会社の Care Office は Client が住む地域に関係なく、その保険会社の全
ての Client に対して責任を持つ。2013 年以前は、保険会社は最も大きなシェアを持つ地
域において Care Office を設置し、在住する全ての Client に対して法的責任を負っていた。
2013 年はその過渡期である：今までの Care office は 2013 年以前に活動した地域もカバー
する。保険会社は自分たちが Care Office として機能できるようになるまで、2013 年以前
に AWBZ サービスに責任を持っていた Care Office にその機能を委託する。
• 新規の認定の場合、2012 年以前では低レベルの AWBZ 施設サービス
（ZZP レベル 1 か 2）
の受給資格が得られたケースでも、これからは施設外サービスしか利用できなくなる。但
し、2013 年以前に低レベルの施設サービスの認定を受けている場合には、近い将来それ
が消滅することはない。
• AWBZ（ZZP 9）のリハビリテーション・サービスは、ZVW に移管される。リハビリテー
ション・サービスはその本質からいって短期的であり、ケア・セクターよりも治療セクター
が相応しい。
• AWBZ サービスの Client の自己負担金額は値上げされる。
• AWBZ において、PGB の受給資格者が増える。政府は、Client の家族と民間の長期療養・
介護仲介業者が PGB を誤用した報告を受け、2011 年と 2012 年に受給資格を一旦厳しく
した。
• 医療サービスの免責額が ± 60%（€220 から €350）
値上げされる。
• ZVW、AWBZ、WMO の医療保険基本パッケージでは歩行器、zimmerframes、松葉杖、
杖は補償されず、また AWBZ を通じて用具を借りることはできない。
4.4.3 2013 年以降の施策
（暫定）
医療サービス
• 2014 年には、Client が救急救命科に連絡しても実際には救急措置が必要でない場合には、
€50 の負担金が課されることになる。この政策措置は Client の自己主張からくる余分な医
療給付を削るのが目的である。
• Rutte II が当初計画した、医療保険料を所得比例にする構想は見送られた。現在の長期的
計画は、保険料ではなく免責額を所得比例にするという構想である。
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長期療養・介護サービス
• 長期的には Care Office は廃止され、保険会社が Client の医療及び長期療養・介護サービ
ス（ZVW と AWBZ）を補償する責任を担う。Client にとっては ZVW と AWBZ サービス
の受付デスクが一つになる利便性がある。また保険会社にとっても、Client が既に自分の
情報システムに登録されているため、彼らが AWBZ に申し込んだ時も新しい情報を集め
ずに済む。新しい制度では、保険会社が Care Office の代わりに長期療養・介護サービス
提供者となる。
• 4.4.2 で述べたように、低レベルの施設外サービス
（ZZP 1 及び 2）は 2013 年に廃止される。
低レベルの施設サービスの受給資格者は、施設外サービスの認定のみとなる。2014 年と
2015 年には、それぞれ ZZP 3 と 4 にも同様の措置が取られる。
• 2014 年からデイケア・サービス
（カウンセリングの一部）
は AWBZ では補償されなくなる。
• 2014 から期間が 6 ヵ月以下の個人サービスは認定から外される。
• 2015 年には全ての施設外個人サービスとカウンセリングは地方自治体に移管される。4.4.1
で述べたとおり、全ての社会支援は AWBZ の手を離れ、WMO の管轄となる。自治体の
財政は厳しいため、Client が施設を含む社会支援給付の受給資格を得ることが少なくなり、
医療サービス費用を圧縮することができると予想されている。政策立案者は、個人サービ
スとカウンセリングを WMO に移管することにより、AWBZ の費用を 25％削減しようと
考えている。考え方のベースとなるのは、ナーシング・ケアは長期療養・介護セクターや
社会支援セクターよりも治療セクター（医療サービス）
に適しているというものである。
社会支援
• 2014 年以降、在宅ケアの受給資格は完全な所得比例となる。自治体はこのようなサービス
を比較的低所得者にしか提供せず、それ以外の Client は自分で掃除や食料品の買い出し等
の方法を見つけることになる。この削減は 2014 年に在宅ケア受給資格を得た者のみに適
用される。但し 2015 年には、既に在宅ケアを受給している全ての Client に適用される。
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Foreword
Before you lies the second report by the Leyden Academy on Vitality and Ageing on the Dutch
health care system, written for the Institute of Future Welfare in Japan. In this report the
focus lies on:
• the different institutions supporting the Dutch health care system;
• systems of communication and information-sharing between health care providers;
• systems of payments and incentives in the health care system, and its strengths and
weaknesses;
• past, current and (potential) future ways of dealing with population ageing and increasing
health care expenditure (cutbacks and increasing efficiency).
Before continuing with these subjects, we first want to clarify some important terms and
recent changes in the health care system. We use the term medical care to specify all the care
that was delivered within the confounds of the ZVW. Medical care thus pertains to care given
by general practitioners, medical specialists (or other hospital care), allied health care, dental
care, and others. We use the term long-term care to specify all the care that was delivered
within the confounds of the AWBZ. Long-term care can refer to personal care, nursing care,
treatment by nursing home doctors and nurses, and residence for the frail elderly, mentally ill,
or handicapped. Medical care and long-term care is separated from social support. Social
support is officially not a part of the Dutch health care system, but rather a law that ensures
the Dutch can be independent, socially active, and that they feel mobile, safe and satisfied in
their neighbourhood or village. In the report, social support mainly refers to domiciliary care
(housecleaning, grocery shopping, etc.), provision of instrumental aids (wheelchairs, scoot
mobiles), adjustments in the house, support to informal care-givers and voluntary workers,
and other initiatives to improve the social and personal wellbeing of older clients.
This report is written in a time of economic and political turmoil in the Netherlands. In
the last few years, as well as the coming years, many changes will take place in the Dutch
health care system. For example, important changes already took place in the AWBZ and
more changes have yet to come. AWBZ care no longer includes domiciliary care (from 2008),
because it relates more to social support than long-term care. Rehabilatition will be
transferred to the ZVW (from 2013), and personal care and counselling will also become part
of the WMO (starting from 2015). We anticipate future changes in the AWBZ, since
population ageing is expected to cause increasing pressure on available care staff and
collective finances. Our new government (installed in November 2012) has announced new
changes. These changes mainly entail a decrease in the number of people who are eligible for
AWBZ care, as well as a focus on independent living and active citizenship.
The list of abbreviations in the next section might aid the reader in coming to grips with
the many laws, systems and institutions, as well as its abbreviations. As in the first report,
patients, health insurance consumers, and those eligible for AWBZ and WMO will be called
clients in this report. And of course, similar to the first report, if any questions remain
unanswered, or the reader needs further information, the Leyden Academy is more than
willing to answer them.
Herbert Rolden & Marieke van der Waal
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Index of abbreviations

General abbreviations
AIO
AIS
AOW
Anw
AWBZ
AZR
BKZ
BSN
CAK
CBP
CBS
CIC
CIZ
CVZ
DBC
DOT
GP
GPC
GuWA
HIF
HIS
LSP
NZa
PGB
RIO
RIVM
SSP
SVB
UZI
VWS
VZVZ
WBSN-Z

Supplementary Income security
for the Elderly
Information System for Pharmacists
State pension law
Surviving relatives pension
Exceptional Medical Expenses Act
AWBZ Care Registration
Budget for Health Care
Citizen Service Number
Central Administration Office
Dutch Data Protection Agency

Aanvullende Inkomensvoorziening voor
Ouderen
Apotheek Informatiesysteem
Algemene Ouderdomswet
Algemene nabestaandenwet
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWBZ-brede Zorgregistratie
Budgetair Kader Zorg
Burgerservicenummer
Centraal Administratiekantoor
College Bescherming
Persoonsgegevens
Central Bureau for Statistics
Centraal Bureau voor de Statistiek
Compliment for Informal Care-givers Mantelzorgcompliment
Centre for Needs Assessment
Centrum Indicatiestelling Zorg
Health Insurance Board
College voor Zorgverzekeringen
Diagnosis Treatment Combination
Diagnose Behandeling Combinatie
DBC On the way to Transparency
DBC op weg naar Transparantie
General Practitioner
Huisarts
General Practitioner Center*
Huisartsenpost
Data exchange WMO-AWBZ
Gegegevensuitwisseling WMO-AWBZ
Health Insurance Fund
Zorgverzekeringsfonds
Information System for GPs
Huisartsen Informatiesysteem
National Switching Point
Landelijk Schakelpunt
Dutch Health Care Authority
Nederlandse Zorgautoriteit
Personal Budget (from the AWBZ
Persoongebonden Budget
or WMO)
Regional Indication Office
Regionaal Indicatie Orgaan
National Institute for Public Health Rijksinstituut voor Volksgezondheid
and the Environment
en Milieu
SVB Service Center for PGB
SVB Service Centrum voor PGBs
Social Insurance Bank
Sociale Verzekeringsbank
Unique Identification of Health care Unieke Zorgverlener Identificatie
provider
Public Health, Welfare, and Sports Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Alliance of Health care providers
Vereniging van Zorgaanbieders Voor
For Health care Communication
Zorgcommunicatie
Law on the Use of the Citizen
Wet Gebruik Burgerservicenummer in
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WMG
WMO
ZIS
ZVW
ZZP

Service Number in Health Care
Law on Market structuring
Health care
Social Support Act
Information System for Hospitals
Health Insurance Act
Care Weight Package

de Zorg
Wet Marktordening Gezondheidszorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Ziekenhuis Informatiesysteem
Zorgverzekeringswet
Zorgzwaartepakket

*A GP centre is a central GP practice that is open for emergency doctor visits outside regular clinical
hours (regular clinical hours are usually workdays 8.00 – 17.00).

Dutch branch organizations in health care
Actiz
Federatie Opvang
GGZ
KNMG

KNMP
LHV
NVZ
VGN
VHN
VNG
ZN

Branch organization for health care entrepeneurs
Branch organization for shelters for the homeless, victims of domestic
violence, and other vulnerable population groups
Mental Health care association
Geestelijke Gezondheidszorg
Royal Dutch Corporation for the
Koninklijke Nederlandsche
promotion of Medicine
Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst
Royal Dutch Corporation for the
Koninklijke Nederlandse Maatschappij
promotion of Pharmacy
ter bevordering der Pharmacie
National General Practitioners’
Landelijke Huisartsen Vereniging
Association
Dutch Assocation of Hospitals
Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen
Association for Handicapped care
Vereniging voor Gehandicaptenin the Netherlands
zorg Nederland
Association of General Practice
Vereniging Huisartsenposten
Centers in the Netherlands
Nederland
Association of Dutch Municipalities Vereniging van Nederlandse
Gemeenten
Health Insurers in the Netherlands Zorgverzekeraars Nederland
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1. Institutions concerned with coordinating and or financing health care
The following institutions are at least in some way concerned with establishing, promoting or
organizing health care in the Netherlands. Institutions directly related to health care provision,
such as general practices, hospitals or residential homes, are not included. These institutions
were described in the first report, but are explained more thoroughly below on request by the
Institute of Future Welfare Japan.
1.1 Central Administration Office (CAK)
The CAK has three main tasks:
1. Establishing, imposing and collecting compulsory deductibles for AWBZ care and WMO
support. The compulsory deductible for AWBZ care is based on a client’s income (wages,
state pension, private pension, and/or interest on capital), family situation (living with or
without a partner, either intramural or extramural), and the AWBZ indication applicable
to the client.
2. Establishing and paying compensatory fees for the chronically ill or handicapped, with the
aim to cover part of the compulsory deductible of the ZVW or other expenses. Chronically
ill and disabled people can incur exceptionally high health care costs, and almost always
pay the full compulsory deductible every year. The reason to levy compulsory deductible
is to discourage Dutch citizens to overuse health care facilities, but since the chronically ill
and disabled cannot choose to forego health care utilization, the compulsory deductible
has no effect on them. Stronger still, without compensatory fees the compulsory
deductible would further widen the income gap between disadvantaged and healthy
citizens, which is exactly the opposite of what the Dutch government is trying to achieve
with the ZVW.
3. Financing health care providers who provide AWBZ care. The CVZ administers the AWBZ
fund. Inflow in the AWBZ fund comes from Dutch citizens with a taxable income, outflow
goes to the CAK. The CAK disperses the fund to the different health care organizations,
clients, and health care providers (by order of the care offices, who receive the bills from
health care providers).
The CAK was founded in 1968, one year after the AWBZ was introduced. The aim with
establishing the CAK of the Dutch government was to outsource the effectuation of some
laws for which the Ministry of VWS is responsible. Currently, around 1,100 employees work at
the CAK.
1.2 Centre for Needs Assessment (CIZ)
The CIZ is the only institution who can set indications for citizens wanting to receive AWBZ
care. Without an indication from the CIZ, one cannot receive AWBZ care. Either the client
him-/herself, or an employee from a health care provider, may fill in a request for a CIZ
indication. The CIZ judges a request on the basis of a “funnel” model, which is explained in
detail in the first report.
The CIZ can also be requested by municipalities to set indications for the WMO. Officially,
the branch of the CIZ that sets indications for the WMO is called MO-zaak. The employees of
MO-zaak may use information on a client’s information and indications regarding the AWBZ
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from the CIZ, but only with the explicit permission from the client. In this report, we will refer
to the CIZ as an organization that can set indications for the WMO, rather than MO-zaak.
Its main office is in Driebergen, a village centrally located in the Netherlands. There are
10 regional offices in the Netherlands. These regional offices set the CIZ indications and notify
the concerned care offices of a new indication, or a change in a previously set indication. The
CIZ has around 1,700 employees and was established in 2005. Before 2005, Regional
Indication Offices (RIOs) were responsible for setting indications.
1.3 Health insurance board (CVZ)
The CVZ has three major tasks:
1. Providing money from the Health Insurance Fund (HIF) and the AWBZ fund to health
insurance companies, the CAK and care offices. Medical care providers bill health insurers,
and long-term care providers bill care offices for provided health care. These expenses
are covered by the different fees and premiums that Dutch citizens and employers pay.
Employers and government agencies paying social benefits, deposit the income-related
fees in the HIF and the AWBZ fund. The CVZ administers the HIF and the AWBZ fund.
Health insurers also receive compensation from the HIF if they have more high-risk
clients (risk equalization).
2. Advising the Ministry of Health, Welfare and Sports on the specific content of the basic
health insurance package. Based on scientific findings and societal developments, the
CVZ weighs different arguments from health care, societal and financial perspectives, and
produces an advice on the content of the package. The Ministry of Health, Welfare and
Sports often follows this advice.
3. Giving standpoints on disputes. For example, on April 2 2012 the CVZ gave its official
standpoint on whether or not physiotherapy should be compensated through the ZVW
for patients with COPD.
1.4 Dutch Competition Authority (NMa)
The NMa is an independent government institution aimed to promote free market dynamics
in different economic sectors, to the benefit of Dutch consumers. It checks whether there are
no cartels or instances of market power misuse. It also stimulates free market dynamics in
transportation and energy. These are economic sectors where there is no free market system
yet. The direct aims of the NMa is to implement and monitor compliance with market
legislation originating from the different ministries (mainly the Ministry of Economic Affairs).
To realize these aims, the NMa performs different activities:
• Providing advice for policy-makers and legislators. The NMa also invests in research to
remain up to date with changes in different markets.
• Providing information concerning market regulations to companies, mainly with lectures,
conferences, and booklets. A company can ask the NMa to issue a provisional statement
on a situation, if the company is unsure whether any competition laws are broken.
• Investigating whether any laws are broken by companies. The NMa is watching
companies and other market players, to ensure mergers comply with competition laws,
and no cartels are formed or market power is misused.
• Ensuring offenders receive a penalty. Offenders will receive a fine dependent on a the
company’s turnover.
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Box 1: An example of NMa activities
2010: NMa inspects hospitals on suspicion of forming a cartel
In the beginning of 2010, the NMa inspected two hospitals in Amsterdam, who where suspected of
forming a cartel. Patients reported that they might have been referred from one hospital to the other
on the basis of their residential area. When health care providers make agreements to “divide the
market” they are overstepping the boundaries of the law. The NMa could not conclude on the basis of
these visits that the two hospitals were forming a cartel, but the NMa did find that sensitive
information was exchanged between these two and other hospitals. This sensitive information
consisted of statistical information on characteristics of the patient population. The NMa found that
exchanging such information can lead hospitals to change their market strategies, or to use this
information when negotiating contracts with health insurers. Together with the hospitals, the NMa
established a set of rules and protocols on the exchange of sensititive information.

1.5 Dutch Health care Authority (NZa)
The core task of the NZa is to regulate the free market system of health care in the
Netherlands. It is entitled to issue policy rules – which are lawfully valid – concerning prices
for health care services and codes of conduct. The NZa makes sure that the freedom of health
care providers and insurance companies within the free market system is used to the benefit
of the people. More specifically, the NZa is concerned with the following activities:
• Controlling whether health insurance companies and health care providers comply with
three laws: the AWBZ, WMG, and ZVW.
• Controlling whether health insurance companies and health care providers do not attain
“considerable market power” (“aanmerkelijke marktmacht”). A company reaches such a
level of power if it can act against the interest of th Dutch clients without interference
from potential competitors. The NZa will issue strict regulations for companies that have
attained considerable market power.
• Controlling whether clients are well informed (correctly, clearly, and completely) about
financial or health care matters by insurance companies and health care providers.
• Issuing official standpoints on mergers in the health care market to the NMa.
• Effectuating generic rules to ensure competition. In this case, no specific market parties
are addressed, but generic rules are applied to benefit multiple parties. For example, the
NZa decided that (new) market players may not be obstructed in accessing IT
infrastructures or electricity networks.
• Setting budgets and tariffs for that part of the health care sector that does not function
as a free market. The NZa sets the maximum tariffs for prices that long-term care
providers may bill providers of AWBZ care. For example, in 2012 long-term care providers
could charge no more than € 46.65 for one hour of extramural personal care (without
extra modules).
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Three real-life examples of activities by the NZa are displayed in box column 2 below.
Box 2: Examples of activities by the NZa
November 2 2012: NZa gives an official standpoint on three hospital mergers
The NZa issued the statement that three planned mergers of six hospitals could lead to increased
prices for medical care services with freely negiotable fees (DOTS in the B segment, see paragraph
3.2.2). Because the mergers will increase the market power of the hospitals, they can set higher fees
for medical services, which is against the interest of Dutch citizens. The hospitals concerned in the
three mergers are:
• Orbis Medical Care Concern and Atrium Medical Centre Parkstad (South-Limburg). Estimated price
increase: 4-9%.
• Spaarne Hospital and Kennemer Infirmary (Hoofddorp and Haarlem): 9-18%
• TweeSteden Hospital and St. Elizabeth Hospital (Tilburg): 22-33%.
These estimated price increases were calculated by the NZa with simulation models. The Dutch
Competition Authority (NMa, see paragraph 1.4) will agree on a “price ceiling” with the hospitals, and
it will check if the hospitals comply with these price ceilings. The NZa can intervene when the NMa
reports a transgression, or when a hospital misuses attained market power in any other way.
October 3 2012: The NZa improves regulation for diagnostics in primary care
The NZa issued a policy rule for diagnostics in primary care, effective January 1 2013. Through this
legislation health insurers and health care providers will be stimulated to improve the quality and
cost-effectiveness of diagnostics in primary care. In essence, the policy rule merges different parts of
other former policy rules, and offers a new definition of what officially counts as primary care
diagnostics. Thereby, the NZa offers health insurers and health care providers a foundation for
negotiation procedures. The health insurer is able to ensure quality and cost-effectiveness by rejecting
unnecessary diagnostics and being able to negotiate contracts with those providers who offer the best
price-quality ratio.

September 27 2012: The NZa establishes rules and prices for DOTs in hospital care for 2013
By issuing regulations for policy, the NZa sets performance criteria and maximum prices for complex
university hospital care from medical specialists. This applies to the B segment of hospital care (see
paragraph 3.2.2). The main improvement of these new policy rules is that compensation for medical
specialists is revised to better reflect daily clinical practice. A sample of medical specialists was asked
to adjust average treatment times for complex procedures, if necessary. New compensatory fees were
calculated on the basis of these new average treatment times.

1.6 Social Security Bank (SVB)
The SVB pays out benefits to over 5 million Dutch citizens. Benefits that are relevant for older
people are summarized and explained below.
State pensions (AOW)
Everybody above 14 years of age, and living in the Netherlands, builds up 2% compensation
through the state pension. This means that when someone has lived in the Netherlands
throughout life after 14 years, he or she will have built up 100% AOW benefits at the age of
65. In the coming years, the retirement age will slowly increase to 67. The amount of the
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AOW benefit depends on a person’s living situation, and will vary between €587.86 and
€1,291.12 (net worth).
Supplementary Income security for the Elderly (AIO)
The “social minimum” is the lower limit of someone’s income, below which a person is not
able to sustain him- her herself. If someone is 65 years or older, has not built up a full AOW
benefit and does not receive much additional benefits or income, this person may end up
with an income below this social minimum. In that case, this person will be eligible for
receiving a supplementary benefit, or AIO.

Surviving relative pensions (“Algemene nabestaandenwet”, Anw)
Through the Anw every Dutch citizen is entitled to receive benefits (70% of the minimum
wage) when someone next of kin dies (partner, parent, or sister/brother). To be eligible for
compensation, the following conditions must apply: the receiver
• was married to the deceased, received alimony from the deceased, or was living together
with the deceased;
• does not receive AOW;
• meets one of the following criteria: is either born before 1950, cares for a child under 18
years, or is at least 45% incapacitated to work.
Personal budgets for the AWBZ and WMO
If a person is eligible for care or support through the AWBZ or WMO, he or she may decide to
receive a monetary compensation instead of care in kind. Officially, the SVB pays out these
personal budgets (PGBs) by order of the care offices or municipalities. To keep it simple, we
will keep the SVB out the remainder of this report. Instead, as is common in reports on the
Dutch health care system, we will state that care offices or municipalities directly transfer
PGBs to clients.The SVB Service Center for PGB (SSP) can help PGB-receivers with their
administration free of charge.
Compliment for informal care-givers (CIC)
If someone provides intensive care for a long duration to another person or other persons, he
or she may be eligible for receiving a “compliment”. This compliment was €200 in 2012. An
informal care-receiver has to nominate the informal care-giver for this compliment.
Benefits for people below 65 years of age
• Child benefits
• Compensation for parents of a handicapped child living at home
• Compensation for asbestos victims
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2. Information-sharing in the Dutch health care system
2.1 Information-sharing within the ZVW
Especially in the medical care sector, quality of care is greatly dependent on health care
providers’ timely reception of crucial and complete information concerning clients. However,
the use of information systems to obtain and sustain such effective information-sharing
between health care providers may not conflict with privacy rules and regulations. When
legislation for the national electronic patient file was put to a halt by the senate in 2011,
privacy concerns played a major role. Also, since competition between health care providers
is stimulated, they might not be inclined to share information. It is therefore of utmost
importance to establish solid legislation as well an efficient infrastructure to manage
information-sharing between medical care providers. Here, current and potential future
information flows and information-sharing platforms in the health care market of the
Netherlands are defined and explained.
2.1.1 Legislation concerning information-sharing1
Legislation basically stipulates that sharing information about personal data, health status and
health care utilization is illegal, unless certain conditions apply. This is a consequence of the
“duty of confidentiality” that every health care professional and institute has. The premise of
this duty of confidentiality is that health care professionals and institutes cannot share private
information of clients (in particular their health status), health related matters that have been
discussed in the consultation room, as well as (medical) treatments that have been prescribed.
However, the duty of confidentiality may be overruled, but only in certain situations. These
situations can be categorized into roughly four cases:
1. Force majeur: Other laws have priority over the duty of confidentiality. When no consent
has been given by the patient to share information, but a threat to the patient or others
exist, a health care professional may be obliged to serve a greater cause and overrule the
duty of confidentiality. The following five conditions must all apply in this case2:
o Upholding the duty of confidentiality causes harm to one or more people.
o All means to receive consent from the patient have been used to no avail.
o The health care professional is struggling with a moral dilemma by upholding the
duty of confidentiality.
o No other means than overruling the duty of confidentiality are available to face the
threat or problem in question.
o Overruling the duty of confidentiality will almost certainly solve the threat or
problem.
2. The information that is shared is required by other health care professionals directly
involved in the treatment relationship with the patient, such as colleagues, nurses, and
assistants.
1

Two major laws apply to privacy regulation in health care: the “Law on treatment relationships in health care”
(Wgbo: Wet inzake geneeskundige behandelingsovereen-komst) and the “Law on protection of personal data”
(Wpb: Wet bescherming persoons-gegevens). For the use of citizen service numbers (BSNs) by health care
professionals, the WBSN-Z is applicable (see also paragraph 2.2 of the first year report). Other laws are: the “Law
on quality of health care institutes” (Kwaliteitswet zorginstellingen) and the “Law on professions in individual
health care” (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg).
2

These conditions are based on protocols issued by the KNMG.
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3.

4.

Patient consent to sharing information can be reasonably assumed, since the receivers of
patient information are automatically involved in the treatment process, and the patient
is almost certainly aware of this. In this case, patient consent is implicit. For example,
when a GP refers a patient to a medical specialist, the patient may reasonably assume
that a referral letter will be sent, containing information on the patient’s health status
and current/past (medical) treatments.
The patient has explicitly granted the health care professional or institute the authority to
share information with specific other professionals or institutes.

In short, if a third party needs information from an institute or a health care professional on a
client’s health status or medical treatments, but there is (1) no imminent threat characterized
by the five conditions described above, (2) no direct treatment-relationship between the
professional/institute, the client and the third party, and (3) one cannot reasonably assume
that a patient gave implicit consent to information-sharing, the only legal way to share
information is to receive explicit patient consent. Regardless of which of the four situations
applies, when medical information is shared it is crucial that only the minimum required
information is shared. The sharing of information which any professional or employee should
deem irrelevant, is also illegal.
Although the importance of privacy protection is clear, there are two major downsides to
the application of these laws:
• Legal boundaries are not always clear, especially concerning point 3 about reasonable
assumptions. For example, when a client applies for a CIZ-indication, it might be
reasonable to assume that the client gave implicit permission to a CIZ-employee to
receive information from one or more health care professionals that he/she has a
treatment-relationship with. However, CIZ-employees are not allowed to acquire this
information without explicit patient consent.
• Patients might not be fully aware of the consequences of giving their consent. Currently,
some medical care providers are working with national and regional switching points, for
which explicit patient consent is required (see 2.1.3 and 2.1.4). Opponents of these
initiatives claim that although patients may easily consent to be included in these
platforms, they are not able to grasp the dangers of cybercrime or unscrupulous
personnel.
2.1.2 AIS, HIS and ZIS
The AIS, HIS and ZIS stand for information system used by pharmacists, general practices and
hospitals respectively. In principle, every health care provider collects its own individual client
data. Collected are: the client’s name, BSN (citizen service number), address, date of birth,
health insurer, possibly a specific health insurance number, and possibly other important
personal data. Medical data about a client is linked to this personal data. Only authorized
personnel of a health care provider may log into the information system to track individual
client data.
The pharmacist collects information about medication history, current medication use,
and allergy information. The hospital collects data about visits and results from tests, such as
scans or lab work. In most hospitals medical information is collected as a paper file and
archived, and only some medical information is stored electronically. For example, scan
images are not saved in an information system in all hospitals, although this is changing fast.
The GP collects data about patients’ illnesses and somatic/ psychological ailments, prescribed
medication, lab results, and so on.
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When a medical specialist starts a new treatment or finds important new test results, the
GP is usually informed by letter. Unfortunately, these letters can arrive late or even not at all.
Also, if a GP needs more (specific) information, communication back and forth has to be
established, which can cause further delays. It is not uncommon that a GP is not up-to-date
with his/her patient’s health and treatment status. In the Netherlands, the GP plays a central
role in health care; he is called the “gate-keeper to expensive specialist care” and is expected
to be fully informed about his patient’s health status and wellbeing. This is why discussions
currently take place on more effective communication or information-sharing between
different kinds of health care providers in the ZVW.
In April 2011, the Dutch senate voted against the implementation of a national electronic
patien file (EPD). See the first report for more details. Since then, better communication
within the ZVW is expected to come from regional EPDs and/or an alternative national
infrastructure, called the National Switching Point (LSP). These two initiatives are explained
below.
2.1.3 National Switching Point (LSP)
Before the law for a national EPD was rejected, an IT infrastructure was already put into place
to bring the national EPD into effect. After the law was rejected, the Ministry of VWS
withdrew from the EPD project. In January 2012, the newly established Alliance of Health care
providers For Health care Communication (VZVZ) brought different health care institutions
together for a renewal of the project. The VZVZ is an alliance of four umbrella organisations in
health care provision and Nictiz, and is supported by the Dutch Patient and Consumer
Organisation (NPCF). Nictiz is the National ICT Institute for Health care in the Netherlands. The
four umbrella organisations are the branch organizations for general practitioners (LHV),
general practice centers (VHN), pharmacists (KNMP), and hospitals (NVZ). Exchanging medical
information through the LSP is in accordance with privacy legislation and laws concerning the
relationship between health care provider and patient. The start of the LSP-project in October
2012 was approved by the Dutch Data Protection Agency (CBP).
The LSP makes instant access to basic and important medical information possible,
mainly in emergency cases. GPs and pharmacists who collaborate with the LSP ask for written
permission by their patients to include their personal information in the national information
system. This personal information concerns only the patient’s BSN, and the identity of the
patient’s treating GP and pharmacist. Medical information on treatments, medication use,
allergies, and so on, are not stored in the LSP. This is why the installment of the LSP is not
called an electronic patient file (EPD), but can, instead, be called a shared health care IT
infrastructure.
Only a substituting GP, GP center, pharmacist or a medical specialist who is currently
seeing the patient, may track a patient’s personal information (BSN and treating GP and
pharmacist). When the patient’s personal information is retrieved, the medical care
professional may log into the information system of the patient’s GP or pharmacist and
retrieve the medical information that is separately stored there. This separately stored
medical information consists of a basic summary of the most important aspects of the
patient’s medical history, and does not comprise the complete patient file. If a client has not
given explicit permission to be opted in, the substituting professional or medical specialist
cannot see this medical information.
A health care professional may only log into the LSP with an UZI-card, an UZI-card reader,
and with the right certifications. The UZI-card is used in the following way:
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1.
2.

3.

The medical professional tries to locate his or her patient in the LSP search engine on the
basis of the patient’s BSN.
The medical professional logs in with a password and the use of a UZI-card, a card that
looks like a credit card. The UZI-card grants the user authority to access patient
information, depending on the region and the profession of the user.
When the identity of the client and the user of the LSP is confirmed, the user may access
the database of other health care providers. The user may than only see a summary of
medical information about the selected patient.

2.1.4 Regional IT infrastructures for medical care communication
Different forms of regional collaborations already exist, and the Minister of Health, Welfare
and Sports has issued the statement that further investigation in the systematic legislation of
regional collaborations should be encouraged. An important objection to a national EPD for
members of the senate was that thousands of medical professionals could retrieve extremely
sensitive information about any person in the Netherlands. With a regional collaboration, only
a couple of involved medical professionals can retrieve sensitive information, decreasing the
chance of misuse by medical professionals or cybercriminals.
Regional collaborations on information-sharing can use a so-called Regional Switching
Point (RSP). Similar to the LSP, the RSP offers a webportal where a medical professional can
find a patient’s personal information. On the basis of this information, the professional can,
with the use of an UZI-card and -reader, look for basic medical information in another health
care provider’s information system. The difference with the LSP is that the RSP only offers
personal information about patients from cooperating health care providers in a certain
region, and not from all cooperating health care providers in the country.
Regional collaborations can also take other forms. In this case, no RSPs with UZI-cards are
used, but other agreements are made.
• Electronic File for Substituting GPs (EWH): If an EWH is active in a region, only a
substituting GP will have access to the patient’s medical records, or a basic summary of
the medical records, if the patient is visiting. A substituting GP can be an assigned
substitute or a GP from an emergency medical centre in the region. When a patient has a
GP who is a part of an EWH, he or she is automatically included in this system, unless the
patient signs a form in which he objects to information-sharing of this nature (opt-out
system). In the province of Friesland, a broad EWH is used by 63 GPs (2008), giving GP
centres in towns/cities like Heerenveen, Drachten, Leeuwarden and Dokkum the
opportunity to access important patient information.
• Electronic Medication File (EMD): An EMD shows a patient’s medication history. All
pharmacists who are part of the regional collaboration may record medication provision
to the patient, and look into the medication file. Because specialists also prescribe
medication and patients don’t always take their prescribed medication, the GP also has
access to the EMD in some cases. In some instances specialists in regional hospitals may
have access to the medication file, but only if the specialist is actually treating the patient.
To give an example, GPs in Zoetermeer and Benthuizen have access to an EMD. Some
specialists in a hospital closeby (‘t Lange Land), also have access to this EMD.
2.2 Information sharing within the AWBZ
The AWBZ Care Registration system (AZR) is the information-sharing platform for the
different institutions active in AWBZ care. The CIZ, the CVZ, the CAK, the different care offices,
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and long-term care providers have access to AZR. AZR is an information system that displays
client-level information regarding AWBZ care. Figure 1 shows how the information flows
through AZR. The numbered information flows in the figure, are explained below the figure.

Figure 1: Information-sharing between the different institutions active in the AWBZ* (Source:
Plexus)

* The client and the tax department in this figure are circled with a dotted line, which means they are not allowed
to access AZR.

The different information flows in figure 1 are:
1. The client, or someone acting on behalf of the client, makes a request for an indication at
CIZ. A request can be made digitally, or by letter or telephone. Most often, a form is sent
to the client when a request has been made. After filling in the form, a CIZ employee can
call or visit the client, or contact a health care professional treating the client, to receive a
more detailed picture of the client’s situation.
2. The CIZ sets an indication and sends the indication decision in a letter to the client.
3. The indication decision is also sent to the care office that is responsible for arranging
AWBZ care in the region where the client lives.
4. The care office appoints a long-term care provider to the client, dependent on the care
demands and personal preferences of the client.
5. The care office sends a letter to the client, in which the appointed long-term care
provider is mentioned.
6. The long-term care provider reports the date that long-term care started, changed or
ended in the AZR system.
7. At the end of the year, or when care for the client has ended, the long-term care
institution bills the care office.
8. The care office sends information on the (potential) waiting lists at different long-term
care providers to the CVZ.
9. The care office redirects information concerning the start, change or end of long-term
care provision (see point 6) to the CAK.
10. The CAK receives information on the client’s income status from the tax department.
11. The CAK calculates the compulsory client contribution for received AWBZ care on the
basis of the information from the care office and the tax department.
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The content of the AZR-system consists only of basic client information (BSN, address, date of
birth) and a record of all the coded messages that have been sent. What the AZR-system can
offer to authorized administrative personnel or health care professionals is an oversight of
these messages. Personnel are only authorized to see the messages that are relevant for
them. For example, personnel from the CIZ can only see their sent and received messages
(IO31 and IO32). CIZ employees cannot see when the long-term care provider started or
ended its activities, or how high the client contribution is. As can be deduced from figure 2,
authorized personnel of care offices may see all messages. Figure 2 specifies which coded
messages are used. The basic content of the messages are explained below.
• IO31: The CIZ sends an indication decision to the care office. This decision comprises a
kind and level of extramural care, and the time period for which the decision is valid (for
example, personal care level 4, from 14/07/2011 to 14/07/2016).
• IO32: The care office sends a confirmation that the decision is received to the CIZ.

Figure 2: Coded messages in the AZR-system (Source: CVZ)

•
•
•
•
•

AW33: The care office reports to the long-term care provider which kind and period of
long-term care is appointed to the client.
AW34: The long-term care provider sends a confirmation to the care office.
AW35: The long-term care provider reports the start of long-term care provision to the
care office.
AW36: The care office sends a confirmation to the long-term care provider.
AW39: A mutation in, or the end of, long-term care provision is reported to the care
office.
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•
•
•
•
•
•

AW38: The care office sends a confirmation to the long-term care provider.
CA317: The care office reports the start of long-term care provision to the CAK.
CA318: The CAK sends a confirmation to the care office.
CA319: The care office reports a mutation in, or the end of, long-term care provision to
the CAK.
CA320: The CAK sends a confirmation to the care office.
Waiting list data: The care office sends data on waiting times of clients (the time
difference between IO31 and AW33, and between AW33 and AW35). No confirmation is
sent back.

2.3 Information sharing within the WMO
2.3.1 The WMO: The role of the municipality
The WMO is a law that aims to provide services that improve the opportunities and
capabilities of citizens that are socially “disadvantaged” due to a handicap, an addiction, a
mental illness, social isolation or abuse. The WMO fits into the broader aim of the
government to reach social equality. This aim of social equality is reflected in WMO-policy.
For example, when citizens of a municipality are unable to take a bus, for example due to a
handicap, a municipality can decide to compensate other means of transportation for these
citizens. This compensation is usually equal to the costs of taking a bus. Transportation costs
that exceed the average bus fare are at the expense of the client him-/herself.
As mentioned in the first report, WMO provision can be categorized into nine
“performance fields”. These are:
1. Social cohesion, “livability” of villages and neighbourhoods.
2. Support to youth and their parents.
3. Information, advice, and support to (potential) WMO clients.
4. Support to informal caregivers and volunteers.
5. Promotion and stimulation of societal participation.
6. Promotion and stimulation of independency.
7. Shelters and policies against domestic violence.
8. Improving public mental health care.
9. Improving addiction policies.
Unlike care or compensation for exceptional health care expenses (AWBZ), social support
(WMO) is not a right. As such, municipalities are obliged to help disadvantaged people
participate in society and the community, but they are essentially free to make and effectuate
WMO policy. This means that the nature and quality of social support can differ between
municipalities. Please see table A2.1 in the appendix for more details on the sort of support
that is provided through the WMO, and how many municipalities provide these different
services. An example of how client contributions are arranged differently in municipalities,
can be found in 3.4.
WMO-services can be seconded to commercial organisations or other institutions.
Municipalities often employ domiciliary care providers, taxi companies, volunteers, and other
institutions to efficiently provide these services.
The responsibilities of the municipality regarding the WMO include:
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•

•

•
•
•

Setting the criteria for WMO eligibility, as well as the fees of clients’ compulsory
contributions. Some municipalities have stricter criteria for WMO support than others,
and some municipalities demand higher contributions from their clients than others.
Indication-setting, or seconding the practice of indication-setting to the CIZ or another
qualified organization. When the municipality takes responsibility for setting indications,
they must use the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
Provision of services (provision of personal budgets and social support services in kind),
or seconding of service provision to a commercial service provider.
Handling of complaints and requests. Requests for indication-setting from a client, or
someone helping the client, can be seconded to the CIZ.
Budget decisions: Municipalities receive money through municipal taxes (mainly real
estate tax) and the municipal fund, administered by the national government. The
executive board of the municipality, consisting of the mayor and aldermen, allocates the
municipal budget. The municipal council, elected by the municipal population once every
four years, decides on the municipal policies in the broad sense, and controls whether
these policies are implemented by the executive board.

In short, municipalities have two main responsibilities regarding enactment of the WMO:
policy-making and policy-implementation. To improve effective implementation of the WMO,
policy-makers need to know the quality of their policy-implementation, and where the
current strengths, weaknesses, opportunities and threats lie. This means that policy-makers
and other municipal employees need to be embedded in a policy network where outcomes
and financial, technical, and ethical issues are discussed. Such a policy network consists of the
executive board, the municipal councel, municipal employees, third parties to which WMOservices are procured, and other institutions and municipalities. As the social support act is
relatively young, the best practices in sustaining a broad and effective policy network are not
yet distilled.
It is clear, however, that municipalities are currently faced with issues in communication
and information-sharing, mainly because of the quasi-market system. This is portrayed in
figure 3, where information flows in the WMO for a fictional municipality are given in the case
of a client needing transportation services and domiciliary care services. Other WMO-services,
such as adjustments in the house or provision of wheelchairs, are left out to keep the figure
clear, but delivery of these services could be organized in a similar manner.
Implementation of WMO support is usually done by a separate division of the
municipality that is concerned with implementing the WMO. For example, the municipal
government of The Hague has nine major divisions:
[1] Governing affairs: governance, and press information.
[2] Public affairs: tax affairs, and management of different city districts.
[3] Urban management: sewage, water supplies, parking, cemeteries, etc.
[4] Education, culture and wellbeing: sports, culture, public health, etc.
[5] Social affairs and employment: help with job applications, unemployment benefits, etc.
[6] Urban development: construction and building projects.
[7] Public libraries.
[8] Accounting.
[9] Internal affairs.
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Policy-making for, and implementation of, the WMO in The Hague is at the respon-sibility of
division 4.

Figure 3: Information-sharing between different parties in the WMO (Source: Leyden Academy)

1.
2.

3.

4.

The municipality negotiates a contract for transportation services in the WMO with a taxi
company.
The municipality negotiates a contract for domiciliary care services in the WMO with one
or more companies offering these services. In the example of figure 2, one company is
chosen as the provider of domiciliary services in the WMO.
The client applies for WMO support by filling in a form from the front desk of the
municipality. Most municipalities have a separate “WMO-reception”. Some municipalities
offer a “digital front office”: the necessary forms can then be downloaded and send
through the municipality’s website. After a request has been made, either an employee
from the municipality or the CIZ will meet the client in question to assess his/her needs
for social support.
Some municipalities second the practice of indication-setting to the CIZ. In this example,
the municipality seconds indication-setting to the CIZ.
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

If indication-setting is seconded, the CIZ will meet the client and assess his/her needs to
set an indication. Sometimes, a friend or family-member, the general practitioner, the
domiciliary care organization, or other organizations help the client with requesting for a
WMO-indication. In the Netherlands, MEE is such an organization, giving advice and
assistance to people with a disability.
After the CIZ assessed the client’s situation and need for social support, the advised
indication is sent to the municipality.
The municipality sends a letter about the indication decision to the client.
The municipality sends a notification to the domiciliary care company that the client is in
need of services, and provides the company with the data that is further required.
The client calls the taxi company to agree on a time and place. The taxi company then
provides transportation services for the client.
The domiciliary care company provides the client with basic help and household services.
The client might give feedback on the quality of the received WMO-services.
The taxi company bills the municipality for transportation services provided by him for
the WMO (not all municipalities arrange client contributions for transportation services
this way, also see 3.4).
The domiciliary care company bills the municipality for domiciliary care services provided
by him for the WMO.
For calculating the client contribution for domiciliary care, the domiciliary care company
sends client data about provided hours to the CAK. Municipalities can choose to calculate
and charge the client contributions, but this is often seconded to the CAK.
The CAK receives information on the client’s financial status from the tax department.
The CAK calculates the compulsory client contribution for received domiciliary care on
the basis of the information from the domiciliary care company and the tax department.
The CAK then bills the client for the client contribution.
The CAK sends the received client contribution to the municipality.

2.3.2 Information-sharing in the WMO
Multiple problems with information-sharing can take place in the communication structure of
the WMO. The different problems are described below:
• A single information-sharing platform with standardized messaging is missing. This means
that, for example, a municipality receives uncoordinated batches of information from the
client, an indication-setting organization, and the service providers. This leads to
administrative hassle. A system like AZR could lead to an improved synchronization of
services, less administrative strains, and better insight to costs of social support for more
organizations. For these reasons a new information-sharing platform is developed for the
WMO, called GuWA. More detailed information on GuWA can be found in paragraph 2.5.
• Problems with the delivery and quality of WMO-services are not always known to the
institutions involved in the WMO. This is most striking in the case of transportation
services. Because of budgetary constraints, the taxi company with the lowest fares is
often chosen as the proper candidate for transportation services. This can have
detrimental effects on service quality: in some municipal regions, people who are
dependent on the WMO for transportation sometimes have to wait hours before their
taxi arrives. Municipalities or taxi companies are not always aware that clients are
unhappy with service delivery, or discard this information as trivial. For this reason some
municipalities are experimenting with a “regional taxi-card”. With this card, the client
verifies to the taxi-company that a part of the costs is compensated by the municipality.
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•

The rest needs to be paid by the client him- or herself. This gives WMO-clients the
opportunity to use their preferred taxi company, even if additional payments are
required.
Through the quasi-market system municipalities try to achieve maximum efficiency. This
can lead to restraints in information-sharing. Because different service providers compete
with each other, they prefer not to share information about individual clients or about
ways to improve quality and efficiency of service provision.

2.4 Information sharing between institutions in the ZVW, AWBZ and WMO
2.4.1 ZVW and AWBZ
The CIZ sets an indication on the basis of a funnel model. This funnel model is explained in the
first report. A graphic summary of the model is depicted in figure 4 (next page). The first task
of the CIZ, when making an indication decision, is to get a full picture of the client’s medical
status. Information about medical diagnoses, diseases and disorders that are important for
developing a sound indication decision can be requested from a health care professional
treating the client. The CIZ may do this only after the client has given explicit permission for
this.
If a client moves from the hospital to a long-term care institution, the client essentially
moves from the ZVW to the AWBZ. In this case, the client, a family member, or someone from
the hospital staff may request an indication from the CIZ (with urgency or not). A CIZ
employee will assess the client’s situation according to the funnel model, and information
from a health care professional may be required. The CIZ employee may need further
information to judge the situation, in which case the client may be telephoned or visited.

- 21 -

Figure 4: The “funnel model” with which the CIZ estimates a client’s care needs for indicationsetting (Source: CIZ).

As portrayed in figure 1, care offices mediate between long-term care providers, clients, the
CIZ and the CAK. As mentioned in the first report, the health insurer with the highest market
share in an AWBZ-region fulfills the duties of the care office. However, the care office branch
of an insurance company may not exchange client information with the health insurance
branch. This would violate privacy regulations in the medical care sector, and would give the
health insurer a competitive advantage (as they can collect client information that
competitors cannot). The only institutions that may share client information within the
confounds of the AWBZ are the CIZ, the CAK, the care office, and the long-term care providers.
As mentioned before, AZR is the information-sharing platform for these institutions.
2.4.2 ZVW and WMO
A municipality may, just like the CIZ, ask for information about a client’s medical status from a
health care professional to be able to make an informed decision on an indication. The client
has to give explicit permission for this. Some municipalities require all clients who request for
a WMO-indication to give permission for medical information retrieval from a treating health
care professional. In this case, clients have to sign for this permission in their application form.
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As mentioned in point 5 in figure 3, a health care professional may assist the client with
requesting a WMO indication. Experiments were also running, in which general practitioners
were acting as indication-setters for WMO support, but these experiments were deemed
unsuccessful. The main reason for abandoning the experiments is a conflict of interest: a
general practitioner might benefit from a WMO-indication. A WMO indication can divert
some expenditure for the GP to the municipality.
2.4.3 AWBZ and WMO
Currently, there is no client-level information-sharing between institutions active in the AWBZ
and WMO. This has three major consequences:
1. Clients with multiple care and support needs, often have to tell the same story about
their physical and personal circumstances to different institutions. Also, if a client moves
from one municipal region to another, the proces of requesting WMO support, setting
indications and arranging support services starts all over again. If municipalities, care
offices, long-term care providers, and social support providers could gain access to one
database, where the CIZ reports indication decisions and the client’s care and support
needs, the client would only have to tell his/her story once to the CIZ.
2. Some service providers deal with multiple municipalities and care offices. This means that
these providers have to deal with different ways in which indications are communicated
and compensated. Because communication and billing procedures are unstandardized,
service providers suffer from administrative hassle.
3. Every municipality sets its own client contribution fees. The CAK deals with many
different contribution fees and arrangements, and communication between
municipalities and the CAK doesn’t always occur smoothly. Some clients receive
numerous recalculations of the CAK because of these reasons, leading to administrative
hassles to both the CAK and the clients.
A common information-sharing platform with standardized messaging is needed within the
WMO. Further still, developing such a common platform for both the WMO and AWBZ could
greatly reduce administrative hassles for different parties in the long-term care and social
support market.
2.5 Improving information-sharing in the Dutch health care system
Figure 5 at the end of this paragraph is a graphic summary of the information-sharing flows
described above. Please note that the information flows pertain only to private information
on individual client level. For example, the CVZ is not added to the figure for this reason. The
CVZ receives data on waiting lists from care offices (for more information, see figure 1 or 2
with explanation). These data do not comprise individual level client data, but rather
aggregate levels of client data. Also, information-sharing between staff members of one
institute is not depicted. For example, information exchange between specialists and nurses
or administrative staff members working in the same hospital is not added to the figure.
Referrals between specialists is also not depicted, since they work in similar institutions.
Figure 5 shows that the Dutch health care system has a highly bureaucratic structure. An
important reason for this bureaucracy is that information-sharing is regarded as an exception,
rather than a standard way of working. This means that many forms of information-sharing
may not take place at all. For example, CIZ-employees would greatly benefit from access to
information systems of medical care providers. This way, a CIZ-employee can quickly get a
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complete picture of a client’s health status. For privacy reasons, access to these systems is
heavily restricted by law.
When information-sharing does take place, laws, regulations and protocols are in place to
ensure that it occurs in a secure setting and all precautions have been taken. Medical care
professionals need authorization, an UZI-card and a password, to access just a subset of
another information system. Ways to improve efficiency of information-sharing without
sacrificing the privacy of clients are discussed by policy-makers and academics in the
Netherlands. The most important (possible) developments to diminish bureaucratic problems
can roughly be divided in three categories, explained below:
1. A more central role for the client, and more financial transparency for the client. Letting
the client arrange many of his/her own required services is a way to decrease
information-sharing “backstage” and diminish overhead costs. In the AWBZ and WMO
policies can become more oriented towards personal budgets. This way, municipalities
and care offices are only concerned with paying out personal budgets and monitoring the
use of personal budgets, rather than arranging all the long-term care or social support for
the client.
The NZa is currently researching how the malpractice of “upcoding” by hospitals can
be countered. Because health insurers only receive coded bills (DOTs), they have no
insight into what treatments or tests were actually carried out. There have been reports
of hospital departments finding ways to purposefully charge the wrong DOTs to receive a
higher return on treatments. Upcoding can be discovered by wary clients who receive a
copy of the bill from the health insurer, and find out that the bill does not match with the
procedures that were actually performed.
2. Improved system of information-sharing within the ZVW. The introduction of the LSP or
RSPs can reduce administrative hassles and delays in information-sharing between
medical care providers. Also,complete digitalization of (1) patient files, (2) storage of test
and scan results, and (3) communication between GP and specialists can be innovations
that can decrease information-sharing issues in the near future.
3. Improved system of information-sharing within the AWBZ and WMO, and between the
AWBZ and WMO. In the beginning of 2012, a discussion and innovation platform, called
Platform IZO has been initiated by the Ministry of VWS. Besides the ministry, different
organizations are involved in this project, namely: Actiz, the CAK, the CIZ, the CVZ,
Federatie Opvang, the GGZ, the VGN, the VNG, and ZN. The aim of Platform IZO is to find
the most important bottlenecks in information-sharing regarding the ZVW, AWBZ and
WMO, and to define a common goal to improve information-sharing in the long-term.
Part of Platform IZO are the following initiatives:
o A “think tank” called iAWBZ. In iAWBZ, health care professionals are asked to define
the most important bottlenecks in the administrative burden of the AWBZ and come
up with solutions. The iAWBZ has led to an update from AZR 3.0 to 3.1, in which
“quick wins” were gained: messages can be simplified and may be sent less often,
changing personal data from clients is simplified, LTC providers can view the initial
indication-decision from the CIZ, and so on.
o Since October 2012 different organizations in the health care sector are working on
an information-sharing platform for both the AWBZ and WMO. The project is called
GuWA (Data exchange WMO-AWBZ), and is now in the first phase. Flows of exisiting
platforms and flows of information- and data-sharing are now thoroughly analyzed.
Possible scenario’s to improve information-sharing are researched, as well as any
legal restraints. As of yet, it remains unclear what form an information-sharing
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o

platform for the AWBZ and WMO will look like. A new system of standardized and
coded messages could be developed, but it could also be possible that municipalities
will be included in the AZR.
The long-term goal from Platform IZO currently entails three ambitions for 2016: (1)
more simplicity for the client, (2) less administrative burden for organizations in
health care and social support, and (3) modernization of data management. They
hope to achieve these ambitions by developing an information system with
standardized messaging, that can be used by many organizations, while preventing
misuse of this system. This way, the CIZ, the CAK, municipalities, care offices, longterm care providers, other service providers, etc. can quickly gain access to clear
information for which they are authorized.

Through these measures, the different institutions and organizations hope to make gains in
efficiency by reducing:
• overhead costs;
• delays in information exchange;
• hours spent on administrative tasks by health care professionals;
• frequency of uninformed decisions by doctors;
• occurrence of overlapping, similar activities done by different professionals (for example,
indication-setting by the municipalities and the CIZ).
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Figure 5: All possible information-sharing flows between health care institutes and/or
professionals in the Dutch health care system (Source: Leyden Academy).
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Flows in figure 5
1. The client visits the GP and shares information on
his/her personal data, health and wellbeing.
2. New diagnoses and new treatments are stored in
the HIS by the GP or assistant.
3. Important information about the client’s
diagnoses and treatments are stored in a separate
subset of the HIS for the RSP/LSP.
4. If necessary, the GP can given the client a referral
note for medication or other forms of medical care.
5. By purchasing medication and giving feedback on
any side-effects, the client shares informa-tion
with the pharmacist.
6. The pharmacist stores information on medica-tion
use and potential side-effects in the AIS.
7. Important information about the client’s
medication use and side-effects is stored in a
separate subset of the AIS for the RSP/LSP.
8. If necessary, the pharmacist can check important
information from the GP on the client through the
RSP/LSP.
9. If necessary, the GP can check basic and crucial
information on medication use and side-effects
from the pharmacist through the RSP/LSP.
10. If necessary, the GP can directly refer the client to
a specialist.
11. The client visits the specialist and shares
information on his health and wellbeing. The
hospital collects his personal data.
12. Diagnoses, treatments, and scan and test results
are stored in the ZIS.
13. After the consult, the specialist sends a letter to
the GP, in which he summarizes the client’s visit in
terms of new diagnoses, medication, test and scan
results, and others.
14. If necessary, the specialist can check important
medical information of the client with the GP or
pharmacist through the RSP/LSP.
15. In case of emergency, or when the client’s GP is
unavailable, the client can visit the GP center.
16. If necessary, the substituting GP from the GP
center can check important information with the
GP or pharmacist through the RSP/LSP.
17. If necessary, the GP can refer the client to an allied
health professional (e.g. physiotherapist or
psychotherapist). The client usually receives a
referral letter for this.
18. The client visits the dentist or an allied health
professional and shares information on his/her
health and wellbeing.
19. The GP sends individual bills to the health insurer
of the client.
20. The pharmacist sends individual bills to the health
insurer of the client.
21. The hospital sends individual bills to the health
insurer of the client in the form of coded DOTs.

22. The GP center sends individual bills to the health
insurer of the client.
23. Other medical care providers sends individual bills
to the health insurer of the client.
24. The client is enlisted with a health insurer. The
insurer therefore has his/her personal data.
25. The health insurer may send copies of bills to the
client, or charge the client with deductibles or
client contributions.
26. The health insurer with the highest market share
in an AWBZ region is obliged to act as the care
office for this region. Legally, the health insurance
branch of the company may not exchange client
information with the care office branch, but this
does happen in practice.
27. If the client requests an AWBZ indication, he/she
shares personal data and information on his/her
health, wellbeing and social surrounding with the
CIZ.
28. If required for the indication, a CIZ employee can
request information from the GP. The client first
has to give explicit permission.
29. If required for the indication, a CIZ employee can
request information from a specialist. The client
first has to give explicit permission.
30. If required for the indication, a CIZ employee can
request information from a current LTC provider
of the client. The client first has to give explicit
permission.
31. The CIZ sets an indication for AWBZ care and
sends the indication decision the client.
32. The CIZ also sends the indication to the care office.
33. The client informs the care office on his/her LTC
preferences and needs.
34. The care office checks if a LTC provider is able to
provide the indicated care.
35. If so, the LTC provider commences with LTC
provision, collecting information on the client’s
health, wellbeing and personal preferences to
provide the best possible care.
36. The LTC provider sends messages to the care
office, containing information on the start and end
of LTC provision, and possible changes.
37. These messages on the start, end and changes in
LTC are forwarded to the CAK.
38. The CAK receives information on the client’s
financial status from the tax department.
39. The client has already shared information on
his/her financial situation with the tax department
by filling in tax declarations.
40. The CAK gives feedback to the client on his/her
LTC use, and charges a client contribution.
41. The client applies for WMO services by filling a
form, and sending it to the municipal government.
42. The municipal government can second indicationsetting to CIZ. In this case, the CIZ sends an official
indication to the municipal government.
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43. The client receives a letter about the indication
decision for WMO support.
44. When the client is eligible for transportation
services from the WMO, this is forwarded to the
assigned taxi company.
45. When the client is eligible for other services from
the WMO (such as instrumental aids), this is
forwarded to the assigned service provider.
46. When the client is eligible for domiciliary care
services from the WMO, this is forwarded to the
assigned domiciliary care provider.
47. Some municipalities ask the assigned taxi company to collect information on the client’s use of
transportation services for billing purposes.
48. Some municipalities ask the client to collect
information on his/her use of transportation
services for billing purposes.
49. When the client receives other services from the
WMO, he/she shares information on service needs
with this service provider.
50. When the client receives domiciliary care services
through the WMO, he/she shares information on
service needs with the domiciliary care provider.
51. The domiciliary care provider is often asked by the
municipal government to share information on the
client’s use of domiciliary care services with the
CAK.
52. The CAK calculates the client contribution for
domiciliary care services and charges the client.
53. The collected client contribution is forwarded to
the municipal government.
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3. Payment and incentives in the Dutch health care system

3.1 Payment structures and incentives
In the first report, monetary flows from different organizations in the health care system,
such as clients, providers, insurers, and state institutions, were specified. Here, we go further
into detail about the payment flows between or by the different parties. Of specific
importance is how payment structures influence incentives. First, different payment
structures are defined broady, as well as their positive and negative effects on health care
provision. Taken into account here are only economic incentives. Fortunately, many health
care professionals do not have or follow such incentives.
In theory, there are four different basic payment structures. Descriptions of these
payment structures are given below:
• Capitation fee: The health care provider is compensated for the number of clients that
are assigned to him. In this structure, health care providers are not paid for services
directly. The benefit is that they are not rewarded for overtreatment. A downside of this
structure is that providers are stimulated to attract healthy clients, or work in regions
with relatively more healthy people. Healthy people require less treatment. Providers
with a higher number of healthy clients can increase their clientele (and thus their
received capitation fees) while offering the same number of treatments as providers with
less healthy people in their database.
• Budget system: The health care provider and a governing body agree on a budgetary
limit of health care costs within a certain time range. Just like in the capitation fee system,
providers in a budget system are not rewarded for providing unnecessary care. Providers
are forced to prioritize clients. A downside to this system is that waiting lists are created.
• Pay-per-performance: The health care provider receives compensation for time spent on
a patient, medical equipment used, and so on. The benefit of this pay-as-you-go system is
that no agreements or arrangements on expenses have to be made in advance, (long)
waiting lists are avoided, and providers are not stimulated to attract healthy clients. A
major downside is that providers are enticed to treat, rather than to wait or decline care.
This can increase health care expenditure in a health care system due to higher volume
levels.
• Bundled payments or diagnosis-related groups: The health care provider receives
compensation in the form of a standard fee for a “package of care”, based on the
diagnosis and/or treatment. For example, a hospital admitting a patient with pneumonia
receives a standard fee for this diagnosis. If the diagnosis seems to be incorrect, or the
patient has a complex form requiring additional treatments, the bundle is changed into
another bundle with an agreed fee. Some patients with pneumonia require more
treatment than others, but the aim is that average cost of treatment per pneumonia
patient is in accordance with the bundle fee. Overtreatment is avoided without the sideeffect of increased waiting lists or patient selection. The downside is that providers are
enticed to increase the volume of admittance (number of diagnoses), in combination with
undertreatment. This way, increasing the number of received payments elevates
turnover, and the undertreatment limits the costs. Another benefit of bundled payments
is that health care providers have to make a detailed estimation of the expenses they
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make per treatment for negotiation and business administration purposes. They thereby
gain insight into the costs of the different treatments they offer.
3.2 Payments within the ZVW
3.2.1 From client to health insurer and medical care provider
Every Dutch citizen is obliged to have a basic health insurance package at one of the
competing private health insurers. These health insurers receive their funding in different
ways, which are explained below.
• Health insurers receive premium fees for the basic packages, and the additional voluntary
packages, from clients above the age of 18. These premium fees are paid directly from
the client’s bank account to the administration office of a health insurer.
• Clients pay an income-related fee to the Health Insurance Fund (HIF). If a client is an
employee, the employer deposits a percentage of the employee’s income through the
employer’s bank account to the account of the HIF (in 2012, this is 7.1% of an employee’s
income up to €34,055). If a person owns a company or is a freelancer, he pays the
income-related fee directly to the HIF when paying taxes. If a client’s income is earned
through other means, such as the AOW, private pension, divorce alimony or other, the
institution providing the (social) benefit deposits the income-dependent fee to the HIF.
• Clients pay a compulsory deductible for a first amount of medical care they received. This
deductible was €220 in 2012, and €350 in 2013. If medical care was provided, and the
deductible, or a part of the deductible, has to be paid, the client owes this to the health
insurer. In this case, the health insurer already paid the bill. This compulsory deductible is
installed to deter clients from requesting unnecessary consultation or treatment. To
prevent the client from avoiding decent screening and basic health care altogether, the
deductible does not apply to health care received from the GP.
• For some forms of care, the health insurer will demand a contribution from the client.
Client contributions in the obligatory basic health care package relate to:
o Instrumental aids
o Some medication
o Maternity services
o Patient transportation without medical staff on board
o In-hospital childbirth without medical indication
o Psychological therapies in the primary care sector
o Forms of mental health care
o Forms of dental care
Client contributions in voluntary health care packages depend on the health insurer’s
policy.
3.2.2 From health insurer to medical care provider
Medical care providers are compensated in different ways, as explained below:
• General practitioners receive a combination of capitation fees and pay-per-performance
fees: they receive a standard amount per enrolled client four times per year, as well as a
standard amount (€9) per consult. If certain treatments or special equipments are used
(in the case of, for example, minor surgery, bloodtests or scans) additional compensation
will be paid by the health insurer. To prevent GPs from selecting regions or clients with
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low-risk profiles – to benefit financially from the capitation fee system – the size of the
capitation fee per client is dependent on the client’s living area.
Hospitals, allied health providers, dental service providers, and other medical care
providers are paid by bundled payments. Since 2012, bundled payments are called DOTs.
From 2006 to 2011, they were called DBCs. There are two main differences between
DOTs and DBCs:
o There were around 30,000 DBCs, some hospital specific. There are around 4,400
DOTs based on the International Classification of Diseases 10 (ICD10).
o DBCs were billed directly. A so-called “grouper” system is used to bill DOTs. This
means that providers need to record the diagnosis, tests, and treatments into a web
application. The application groups these data and finds the DOT that fits these
provided medical care services the best. The application “validates” this DOT. The
DOT can be charged from the health insurer only after this validation.
There are roughly two segments in the DOT-structure: (1) the A-segment (±30%), in which
the NZa establishes the annual fee, and (2) the B-segment (±70%), in which health insurer
and provider are free to bargain the fee. A DOT mainly exists of two parts: expenses
coverage for the hospital (including personnel) and a compensation for the medical
specialist. Medical specialists can be employees, or private practitioners (see next
paragraph).
The CVZ administers the HIF. Through the HIF health insurers are compensated for clients
under 18 years, and clients with high-risk profiles in health care utilization.

3.2.3 From medical care provider to personnel
Health care professionals are either owners of a private practice, or hired staff members.
Private practitioners receive their money directly from health insurers, and are responsible
for paying the facilities, instruments and potentially staff members that are needed to provide
the services. Hired staff members (usually) receive hourly wages.
In many hospitals in the Netherlands, medical specialists work as private practitioners. In
Dutch, they are called “freely established specialists” (FE specialists). Specialists working in
the same hospital and specialism (e.g., cardiology) can act as FE specialists under the umbrella
of a cooperation. Every FE specialist is then a partner within a cooperation that is nestled in a
hospital. These cooperations receive payments for medical services directly from health
insurers, and profits are divided amongst the partners. Cooperations pay hospitals for using
their facilities and instruments.
Currently, the use of FE specialists by hospitals is disputed in the Netherlands. The main
reason is that they are said to be more expensive than their hired counterparts. Because their
income is dependent on the number of treatments they perform, they might be stimulated to
increase their production rate to earn more money. On the other hand, others argue that
specialists might not be stimulated enough to work efficiently when they receive hourly
wages.
3.3 Payments within the AWBZ
Every Dutch citizen with an income (either wages, profits, pensions or other social security
benefits) pays 12.15% of of his/her income up to €34,055 (2012, annually) for the AWBZ. This
payment is made to the tax department of the national government. The national
government transfers these finances to the CVZ, who administers the AWBZ fund. The CVZ
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pays funding for PGBs to care offices. Finances that are required for care in kind are
transferred to the CAK, who disperses the fund to the different health care providers.
Care offices negotiate contracts with long-term care providers (homecare
organizations, care homes, nursing homes) in their region on an annual basis. These contracts
state the kind, size, price and quality of long-term care that such a provider may provide in
the region.Every long-term care provider receives a starting fund at the beginning of the year
from the CAK, who received a payment order for this transfer from the care office. At the end
of the year, the care office calculates what payments to long-term care providers are
remaining, and a new payment order is sent to the CAK. The CAK calculates (on the basis of
information of the tax department) the client contribution for AWBZ care. The client is
obliged to pay this contribution from the first day he/she receives long-term care. In the first
six months that the client receives AWBZ care, he/she has to pay the low contribution
(maximum of € 715 per month). If the client was transferred from a hospital, the days/months
spent in hospital count as a part of these first six months of institution. After six months, the
client has to pay the high contribution (maximum of € 1773.40 per month). The client will
receive a letter with information on the size and background of their client contribution. The
client is usually billed every month, or the contribution is subtracted from the state pension.
The PGBs are paid by the SVB, also by order of the care office. For simplicity’s sake, it
is often said that care offices pay the PGBs. Clients who receive a PGB need to clarify to the
care office how they spent the PGB. The SSP can help clients with requesting, administering
and clarifying the use of PGBs. Client contributions for PGBs are calculated by the care offices.
Client contributions are subtracted from the initial (gross) PGB, after which a net PGB is paid
out.
All staff members of long-term care providers receive their income as wages.
3.4 Payments within the WMO
Municipalities receive their finances from the municipal fund from the national government
and from municipal taxes. A municipality sets the budget for the WMO on an annual basis.
Most often, the municipality seconds the provision of social support services to commercial
organizations. Contracts with these providers are negotiated on an annual basis.
Every municipality decides whether client contributions are required, and if so, how
they are calculated. Municipal workers can calculate and bill these contributions themselves,
or these tasks can be seconded to the CAK. If the CAK is made responsible for administering
the client contributions, the required information on service usage is delivered by the
municipality or the service company and information on income is delivered by the tax
department. Client contributions are usually installed for domiciliary care, instrumental aids,
adjustments in the house and personal budgets. Some municipalities ask client contributions
for transportation services. There are different ways in which client contributions are paid for
transportation services if a commercial taxi company is involved. First, client contributions can
be directly charged by the taxi company, independent of income. For example, a taxi
company can charge a fee per kilometer from the municipality, charging to remaining fees to
the client. Second, a municipality can pay taxi companies for all their services, calculating and
charging client contributions afterwards on the basis of information provided by the taxi
company. Third, clients can be asked to submit the receipts of their taxi rides to the
municipality. Clients are then compensated, dependent on their income.
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4. Measures to contain costs or increase efficiency
In the first paragraph of this chapter, the broad dynamics that underly the increase in health
care costs in the Netherlands will be described. A more detailed analysis of trends in health
care provision, efficiency and outcomes will be discussed. In the last two paragraphs, past and
future changes in policy to counter the steeply rising health care costs will be discussed.
4.1 Rising health care expenditure in the Netherlands
Expenses in the Dutch health care sector are continuously on the rise. Health care
expenditure is rising for many different reasons:
• Medical innovations increase the availability of treatments. Some illnesses and other
health problems that could not be treatd in the past, can be treated now. These
developments are of course beneficial for clients, but increase their average expenditure
levels.
• Clients are becoming more aware and assertive regarding their own health. In the
Netherlands, clients are becoming better informed about their health status and their
health risks, and are more demanding. These trends push the number of treatments
upwards. Doctors are also becoming less willing to let small risks go untreated, as they
also bear responsibility for negative health outcomes.
• Population ageing. Ageing populations are seen as a major contributor to the rise in
national health care expenditure. In 2010 the Netherlands counted 16,6 million
inhabitants, including 2,5 million people at age 65 and older. The Dutch bureau of
statistics (CBS) estimates that the amount of people at age 65 and older will increase to
3,4 million in 2020 and 4,1 million in 2030. The total amount of the inhabitants will
increase with a lower percentage: 2,6% (in the period of 2010-2020) and 2,2% (in the
period of 2020- 2030). This implies that the share of people aged 65 and above increases
from 15% in 2009 to 24% in 2040. When considering that Dutch people make around 72%
of their individual lifetime health care expenses above the age of 653, it becomes clear
that population ageing will have an impact on rising health care expenditure in the
Netherlands.
• The Baumol effect. This economic theory states that in the health care sector, like other
public sectors, there is a steady decrease in “productivity : price ratio” if the economy is
growing. Innovation stimulates economic growth as people will become more labour
productive. When a worker’s productivity grows, his/her wage will increase
simultaneously. The Baumol effect refers to a dynamic where employees who cannot
increase their labour productivity (mainly in the public sector), demand higher wages
because people who do increase their labour productivity receive higher wages. This
means that health care expenditure grows due to higher wages, while the “output” – in
terms of number of patients treated – does not keep up with this growth of average
wages.
• Health care reforms. In the Netherlands, the focus has shifted from a system of state
budgeting and planning to a free market system. The goal of this shift in focus is to let
competition drive health care providers’ search for efficiency, and get rid of the bulk of
waiting lists. On the other side, there is now an incentive for many health care providers
3

Source: RIVM
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to increase their volume. For example, if a hospital is not restrained in tonsil operations
by a state budget, this hospital can stimulate specialists to perform as many tonsil
operations as possible to increase turnover.
Supply-dependent demand. If long-term care activities are provided on a free basis
through the AWBZ and WMO, people tend to arrange their informal care activities
around these formal activities (see box 3 for an example). Especially long-term care and
social support is highly institutionalized when compared with other countries. This means
that Dutch citizens rely (at least partially) on services in health care and wellbeing
provided by the government. This is a consequence of the Dutch culture, as well as the
broad spectrum of available services through public means.

Box 3: An example of supply-dependent demand.
Mister A receives care from his spouse, mrs. B. Mr. A. is in the beginning stages of Alzheimer’s
and has lost some of his mobility. Together with her son and daughter, mrs. B finds out that
mr. A is entitled to domiciliary care through the WMO and extramural personal care (level 3)
and nursing care (level 2) through the AWBZ. Mrs. B and her children decide to request for
these formal care activities, pay a small compulsatory deductible, and plan their care activities
to complement the WMO support and AWBZ care for mr. A. This way, mrs. B. is free to spend
some time away from home, and her children are not pressured to visit mr. A.
4.2 Current trends in health care
The key variable to evaluate the effectiveness of the Dutch health care system on a macrolevel is (healthy) life expectancy. Variables to measure the performance level of health care
provision on a micro-level (institutional level) are, for example, health care expenditure, the
average days spent in the institution, the mortality risk, and the satisfaction of patients.
Examples of markers of health outcomes for older people are bedsores and fall incidents.
Below trends in different variables reflecting the effectiveness (quality) and costs of the Dutch
health care system are explained.
4.2.1 Macro-level: Life expectancy4
Life expectancy is a key demographic figure as it reflects overall mortality and can be validly
compared between countries and periods. Life expectancy is a sign of the net health
outcomes of current medical, societal, and political structures of all age groups. With
continuing socio-economic development, life expectancy has increased spectacularly in all
developed countries over the past 150 years. In 2010 the life expectancy at birth in the
Netherlands is 81 years for women, and 77 years for men.
Figure 6 shows the ‘best-performance life expectancy’, i.e. the countries with the highest life
expectancy from 1850 to 2010 including The Netherlands. A first observation is that in 1850
life expectancy in the Netherlands was far below the linear trend line. As in developed
countries mortality at young and middle age has come to a minimum, differences in life
expectancy are now mainly caused by mortality differences in old age. It is therefore vital to
4

More information can be read in the report “Dutch life expectancy from an international perspective” by D. van
Bodegom L. Bonneux, F. M. Engelaer, J. Lindenberg, J. J. Meij, R. G. J. Westendorp, Leyden Academy on Vitality
and Ageing 2010. Web address:
http://lava.test.yellowcat.nl/UserFiles/file/Onderzoek%20levensverwachting_okt_2010/rapport_2010__in_boek
vorm_definitief_30_9_2010.pdf
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examine life expectancy at age 65, i.e. the number of years people can expect to live when
they have reached the age of 65. The life expectancy in 2010 at age of 65 for women is 21.2
years and for men 18 years.
Life expectancy at age 65 (figure 7) in particular reflects outcomes of the socio-medical
systems to prevent and cope with chronic, age-associated diseases. Over the past decennia,
the number of years without chronic diseases is decreasing. This is mainly because chronic
diseases include high blood pressure, but also because active and passive case detection is
moving diagnoses to an earlier age. Added to this is the effect of the lowering of clinical
thresholds of disease, often caused by available treatment (e.g. hip replacement). At least
part of our longer lives is therefore exactly brought about by increased case detection and
increased medical treatment of risk factors.
There are various ways to live a longer healthier life. First, it is essential to prevent
chronic, age-associated diseases such as atherosclerosis, diabetes and dementia. Here is an
important role for public health strategies to prevent smoking, hypertension and obesity, by
improving the quality of our diet, and by increasing the level of exercise. Second, it is
important that there are screening and diagnostic strategies for chronic age-associated
diseases to minimize persistent complications and disabilities at the earliest time. Third, it is
important to optimize the structure and finance of cure and care. The positive effects can be
seen in the increase in life expectancy.
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Figure 6: Life expectancies at birth, men and women, from 1850 to 2010. Country with the
best performance versus the Netherlands.
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Figure 7: Dutch life expectancy for males and females at birth and at age of 65 from 1980 to
2008 (source: CBS).
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4.2.2 Macro-level: Health care expenditure
Information on health care expenditure on the macro-level can be found in tables A1.1 and
A1.2 in the appendix. Figure 9 shows the monetary flows in the long-term care and social
support sector on a national scale. Expenditure in the social support sector is estimated on
the basis of data from the SGBO from 123 municipalities in the Netherlands in 2011.
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WMO 2011 (Source: Leyden Academy)5
Figure 8:: Monetary flows in the AWBZ and WMO,

5

Data of the levels of AWBZ expenditure are from the CVZ. Data on the levels of WMO expenditure are
ta in a report by the SGBO (“Benchmark WMO 2012: Results of the Year 2011”). Data on
estimated from the da
data
personal budgets for instrumental aids and home adjustments (WMO) were unavailable. Therefore, flows of
expenditure through PGBs are not reported for the WMO, and instead subsumed under flows 22, 23, 24, and 25.
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Explanation of flows in figure 8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

All Dutch citizens with an income pay a fee of 12.15% of a first part of their income.
All Dutch citizens with an income pay different kinds of taxes to the national government.
All Dutch citizens with an income pay different kinds of taxes to their municipal government.
The national government adds a monetary amount to the AWBZ fund (the BIKK).
The national government lets the CVZ administer the funds received from AWBZ fees.
Shortages in the AWBZ fund are compensated by the national government.
The national government transfers a part of the national taxes to the municipal governments
through the municipal fund.
The CVZ transfers the part of the AWBZ fund that is destined for long-term care in kind to the
CAK.
The CVZ transfers the part of the AWBZ fund that is destined for personal budgets to the care
offices.
Long-term care providers report the start, end and changes in provided care to clients to the care
offices.
Care offices calculate the compensations long-term care providers are entitled to, and orders the
CAK to pay the bills of the long-term care providers.
The CAK pays out the providers of nursing care, personal care and counselling.
The CAK pays out the providers of care for the handicapped.
The CAK pays out the providers of long-term mental health care.
The CAK pays out the providers of other forms of AWBZ care.
The care offices pay out the personal budgets to the clients.
Clients use their personal budgets to pay long-term care providers for their services.
The CAK receives information on the financial situations of all the clients (AWBZ and WMO) from
the national government through the tax department.
The CAK calculates the client contributions of the AWBZ on the basis of the information from (11)
and (18), and charges the clients.
The client contributions of the AWBZ go back to the AWBZ fund, administered by the CVZ.
When service providers deliver WMO support to clients, they charge or inform municipal
governments for these services.
The municipal governments pay out the providers of domiciliary care.
The municipal governments pay out the providers of instrumental aids and other assistance to
the handicapped.
The municipal governments pay out the providers of social counselling and advice.
The municipal governments pay out the providers of social and cultural work (0.7 billion), and
other social support services (0.2 billion).
The municipal governments deliver the utilization figures of social support services by their clients
to the CAK.
Domiciliary care providers deliver the utilization figures of their clients to the CAK.
The CAK calculates the client contributions of the WMO on the basis of the information from (18),
(26), and (27), and charges the clients.
The client contributions of the WMO go back to the municipal governments.

4.2.3 Institutional level: hospitals
In the Netherlands, the number of hospital admissions increased throughout the last two
decades, but the average number of hospital beds and days spent in hospital decreased. In
the period 1976-2006, the number of beds in both general and university hospitals decreased
with 30%. From 1993 to 2010, the number of hospital admissions increased with almost 50%.
This can be seen in the lower panel (b) of figure 9. In the upper panel (a), it is visible that both
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newborns and people over 65 are admitted most often. Like the number of beds, the number
of days spent in hospital also decreased. This can be seen in figure 10.
Compared to surrounding countries (Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Spain,
Switzerland, United Kingdom), the admission rate and length of stay in the Netherlands was a
little below average in 2009.6

Figure 9: Trends in hospital admission in the Netherlands (Source: CBS)

The number of hospital beds is low in the Netherlands (2.8 per 1,000 inhabitants, compared
to an average of 3.7), and the number of doctors is even the lowest of the eight selected
countries (1.6 per 1,000 inhabitants, compared to an average of 2.4). The number of surgical
procedures is lower in the Netherlands than the average of other seven countries (except for
tonsil removals and cataract surgeries), and the 5-year survival rate after surgery is higher.
It is perhaps not surprising then, that the Netherlands spends the lowest share of its GDP
on general practices and hospitals of these countries (3.7% , adjusted for gender and age
differences). Also, according to the Euro Health Consumer Index 2012, the Netherlands scores
the highest on hospital performance. This score is based on five categories: patient rights and
information, accessibility, outcome measures, prevention, and pharmacy. From these scores,
one can conclude that the Netherlands has a highly efficient medical care system.

6

Based on Health at a Glance, 2011: OECD.
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Figure 10: Trends in admission days in the Netherlands (Source: CBS)

On the other hand, other expenses in health care (other than general practices and hospitals)
is the highest in the Netherlands, compared to the other seven European countries. The costs
of long-term care provision, social support, mental health care, overhead costs, and of other
health care providers add up to 7.4% of GDP (adjusted for gender and age differences). All in
all, to deal with the rising health care costs effectively, policy-makers in the Netherlands need
to focus on health care sectors, other than general practice and hospitals.
4.2.4 Institutional level: long-term care
From 2006 to 2010, the number of extramural care providers has been increasing from ±700
to over 1200. The number of intramural care providers has been decreasing. Especially the
number of care homes has decreased (from ±500 to ±400). The number of nursing homes has
remained stable. These trends have two reasons: (1) mergers in the care home sectors has
decreased the total number of care homes; (2) more long-term care is provided extramural
rather than intramural. The second reason relates to an increase in efficiency in the long-term
care sector, since intramural care is more expensive than extramural care.
Not only has the number of care homes decreased between 2006 and 2010, the days
spent in care or nursing homes per client have also decreased. If a long-term care institution
has a capacity of 100 clients, the average number of clients that were admitted to this
institution in 2006 were 152. This number increased to 160 in 2009, meaning that the average
period of admittance decreased with 5% between 2006 and 2009. While the relative use of
intramural long-term care has decreased over the last years, the total number of informal
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care-givers has increased.7 This could be a direct effect of population ageing, but it is also
possible that long-term care becomes less institutionalized in the Netherlands. This runs
parallel with the broad aim of the Dutch government to expect more effort from informal
care-givers, the social network and the community, rather than the formal long-term care
system. Figure 11 shows what shares different age categories of clients had in long-term care
utilization in 2009.
As stated below figure 11, extramural care includes domiciliary care through the WMO,
but no other WMO-services. The effectiveness (quality) and costs of the WMO are discussed
in the next paragraph.

Figure 11: What share do clients have in long-term care utilization by age, 2009?8

The monetary flows in long-term care and social support (AWBZ and WMO) are given in figure
10. This figure shows that expenditure levels in the AWBZ are much higher than the estimated
levels in the WMO: 24.6 billion versus 4.2 billion. Care in the AWBZ is much more intensive
than WMO support (including Care Weight Packages with full-time residence and 24 hours
supervision, and nursing and personal care). However, policy-makers are planning to move
substantial parts of the AWBZ to the WMO, because it is assumed less intensive long-term
care activities are much more efficiently arranges through local governments with restricted
budgets than through a large national system (see also paragraph 4.3 and 4.4).

7
8

Source: Social and Cultural Planning Bureau
Figure from: www.actiz.nl, extramural care includes domiciliary care from the WMO

- 42 -

4.2.5 Institutional level: social support
Table 1 (next page) shows the per capita costs of the WMO in 124 municipalities from 2008 to
2012, also for three performance fields that are specifically important for the elderly. These
figures were collected by SGBO, a commercial research institute providing benchmarking
services for public organizations. Because data on utilization and expenditure of WMO
services are dispersed over 415 municipalities (2012) and every municipality defines a
different spectrum of WMO services, coherent information on the expenditure levels in the
social support sector is hard to find, and not available through regular means (e.g. from the
Ministry of VWS, the CBS, or the SCP). Although the figures from table 1 offer an insight into
expenditure levels of the WMO, it remains unclear what share the elderly have in the costs.
Per capita expenditure levels of domiciliary care have risen sharply in 2010, while the
number of new applications have decreased between 2009 and 2011. The average
expenditure per client receiving domiciliary care has risen from €2,929 to €3,234 from 2009
to 2010 (€3,370 in 2011). It is assumed that the criteria for indication-setting have been made
stricter, while the costs of service providers have risen. Also notable from the SGBO reports is
that per capita expenditure on WMO is much higher in bigger municipalities than smaller
ones: €334.91 versus €237.11. It could be that bigger municipalities offer more WMO services,
or that the share of WMO dependent inhabitants is higher in these regions. However, the
difference in expenditure levels is almost €100 (29%), and other factors are probably
contributing to this difference. Levels of voluntary work, informal support and informal care
are higher in smaller communities, substituting for formal care and support.
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Table 1: Annual costs and outcomes of the WMO (2008-2011, 124 municipalities)9
2008

2009

2010

2011

Total

208.77

230.07

233.16

252.17

Performance fields 5 & 6
Domiciliary care (±)10
(% receiving PGB)
Adjustments to home
Collective transportation
Wheel chairs
Scooters
Individual transportation
Overhead costs
(Client contributions)

78.00
13.60
11.10
9.40
18.89
(11.24)

140.71
77.00
(16%)
12.60
10.30
9.20
7.60
6.60
17.41
(11.64)

154.73
91.00
(17%)
12.60
11.80
9.00
8.10
4.70
17.53
(13.85)

157.25
96.00
(18%)
11.10
11.70
8.40
8.10
4.20
17.75
(16.93)

Performance field 4
Informal care
Voluntary work

-

-

4.71
2.05
2.66

4.45
1.95
2.50

Other performance fields

-

-

73.72

90.47

6.6
3.9
7.8

6.6
3.8
7.8

6.7
3.4
7.8

126.0
12.0
23.2

145.0
10.9
21.9

108.0
9.2
19.2

Per capita expenditure (€)

Outcome measures (average scores, 0-10)
Social quality
Environmental deprivation
Satisfaction: domiciliary care
7.8
New applications (per 1,000)
Information and advice: field 3
Domiciliary care: field 5/6
Other provisions in field 5 & 6

-

4.3 Past measures to deal with rising health care costs
4.3.1 Political environment
Before defining the recent and most important transformations in the Dutch medical and
long-term care sector to curtail the rising health care expenditure, the political situation in the
Netherlands is sketched. In 2010, national elections were organized after the government
resigned. In these elections, the VVD (conservative-liberal party) had received most seats of
government by votes (31 of 150 seats), followed by the PvdA (social-democratic or “labour”
9

Source: SGBO, Benchmark WMO 2012.
Average expenditure levels per client receiving domiciliary care were €2,638 in 2008, €2,929 in 2009, €3,234 in
2010, and €3,370 in 2011.

10
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party) with 30 seats, the PVV (party of Geert Wilders) with 24 seats, and the CDA (Christiandemocratic party) with 21. The VVD, PVV and CDA formed a coalition, called Rutte I, in which
the PVV offered only cooperation through support. This government resigned again on April
21st 2012, when the PVV withdrew this support. Many decisions were made during the time
of Rutte I, which affected the ZVW, AWBZ and WMO. These decisions could not be realized,
as the government had lost its acting power.
New elections were held in October 2012 and a new coalition was formed in November
2012. The new coalition, called Rutte II, consists of the VVD and the PvdA. Rutte II was
planning to make the health insurance premium income dependent, and to discard the health
care allowance completely. This would mean that Dutch citizens with a middle or high income
would pay a higher premium to their health insurers, and that the lower income population
would pay less. This led to many protests, and the plans to make health insurance premiums
income dependent were abolished. Serious cutbacks in the AWBZ were also on the agenda of
Rutte II. Although people and health care professionals protested against these cutbacks, they
are likely to be followed through. More information on this can be found in paragraph 4.4.2.
4.3.2 Medical care
Medical care costs have increased steeply in the last decade, especially in 2005-2006, when
the ZVW was introduced. Measures have been taken from the start of the ZVW in 2006 to
contain growing costs in the medical care sector.
• Mainly to curtail the increasing assertiveness and demands of patients, the compulsory
deductible has been raised to refrain people from overusing health care facilities.
• To prevent the health insurance premiums from increasing steeply, the government has
diminished the coverage of the basic health insurance package. For example, coverage
for physiotherapy has been decreased consistently throughout the last few years. The
first twenty physiotherapy sessions are no longer covered by the basic package in 2013
(and after twenty physiotherapy sessions, still only some treatments are compensated by
basic insurance).
• To counter the effects of a volume increase due to free market incentives, so-called
“volume norms” are being researched and issued by the Dutch Health Care Inspectorate
(IGZ). Volume norms signify a minimum of complex surgeries or treatments per year a
hospital must perform to sustain the right to perform these surgeries or treatments.
Examples are pancreatic cancer, rectal carcinoma’s or elective surgeries for an
aneurysmatic aorta. Scientific committees in health care were asked to give their
viewpoint on the number of surgeries or treatments that were required to reach such a
norm.
• Volume norms and quality standards have been issued by health insurers. For example,
health insurer CZ has stopped compensating breast cancer surgeries in six hospitals in the
Netherlands in 2011. These hospitals scored too low on quality indicators – the most
important one being survival rates after surgery. Because CZ is one of the biggest players
in the Dutch health care sector, these hospitals were forced to increase their quality
levels or stop providing these surgeries. Volume norms and quality standards, controlled
by the IGZ or health insurers, force hospitals to specialize in certain disciplines.
• Rutte I was planning to charge client contributions for hospitalization (around €7.50 per
day) in 2012. Rutte II discarded these plans.
• On November 4 2011, the liberal party (VVD) suggested that clients should also receive
health care providers’ bills, besides their health insurer. They offered two arguments: (1)
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people could then see how expensive health care can be, creating more support for
necessary future cutbacks on health care expenditure; (2) people could check whether
health care providers are “upcoding”, since health insurers cannot check whether a health
care provider has booked the right DOT (see 2.5). It is unclear whether these plans will be
effectuated in the future.
4.3.3 Long-term care
Expenditure in the AWBZ has been growing steadily since 1967. Population ageing has an
impact on expenditure in the AWBZ, as the number of clients eligible for long-term care
increases. However, the RIVM estimated that only 15% of the total rising health care costs in
the Netherlands could be attributed to population ageing between 2001 and 2010. Political
decision-making had a more significant impact on rising AWBZ expenses. Through changes in
policy, more and more health problems and ailments were covered through the AWBZ
between 1967 and 2010. In the last years, policy-makers in the Netherlands have removed
some forms of health care provision from the AWBZ and tried to change eligibility criteria for
some forms of long-term care. The most important changes in the AWBZ in the last few years
are given below.
• Starting from January 1st 2008, domiciliary care is provided through the WMO rather than
the AWBZ. In the future, more extramural care is going to be transferred from the AWBZ
to the WMO. The aim is to decentralize extramural long-term care, which has several
advantages. Municipal offices:
o are easier to access for care-receivers;
o are better informed about the costs and quality with regard to local long-term care
facilities;
o are better informed about a client’s social environment and network;
o have tight budgets and are forced to make rigorous cuts in social support and longterm care facilities if that is necessary. Municipalities can realize these cuts by trying
to stimulate utilization of a client’s social networks rather than formal care facilities;
o can reach synergy effects with the other social support activities in the WMO.
• In 2009, counselling was no longer indicated for clients with only slight limitations.
• To prevent misuse, the Dutch government has steadily narrowed the eligibility criteria for
PGBs. Stories appeared in the media on children of older people who used the PGBs of
their parents to go on holiday, rather than to provide their parent(s) with the necessary
care. News items were also published on dodgy commercial organizations offering help
with requesting, using and administrating PGBs, but using (parts of) their customers’
PGBs for other purposes instead. Clients now also have to set up a budget in advance,
and accurately report their service utilization.
• To cut costs in AWBZ care for the mentally handicapped, the former coalition of Rutte I of
VVD, CDA and PVV were planning to increase the IQ-threshold for eligibility from 85 to 70.
These plans were discarded by Rutte II.
4.3.4 Social support
The main change since the start of the WMO in 2007, is the addition of domiciliary care to the
responsibility of municipalities in 2008. Other than this, no important changes have taken
place in the WMO. This is mainly because the WMO has been in its start-up phase in the last 5
years, and major policy changes in this phase could prove ineffective.

- 46 -

4.4 (Potential) Future measures to deal with rising health care costs
In this chapter, we begin with explaining the broad viewpoints of Dutch policy-makers in
health care to improve the quality and efficiency of the system. After this, the specific policy
measures for 2013 and after are discussed.
4.4.1 Broad and long-term aims
Two broad and long-term aims of the Dutch government can be distilled that are the basis of
the many policy measures that were taken in the last years, and are expected in the feature:
1. A focus on higher responsibility for citizens themselves and their surrounding network of
friends, family and neighbours, rather than the formal system;
2. A sharp distinction between individual responsibility, entitlements to health care, and
practical solutions.
These two aims are discussed in more detail below. First, many of the future measures of the
Dutch government to regulate rising health care costs are related to the concepts of
independence and active citizenship. Independence relates to taking responsibility for oneself,
and active citizenship relates to taking responsibility for others in your community. The
central aim is to make Dutch citizens less dependent on the formal health care system.
Improving clients’ independence could lead to lower levels of health care demand due to
higher levels of self-care and self-support, as well as better decision-making by clients. Some
policy measures, have the goal to separate health care from residence. One examples is that
the former coalition Rutte I was planning to charge client contributions for days spent in the
hospital. Another example is that a long-term aim within the AWBZ is to abolish
compensation for housing costs (this means that only long-term care is provided through the
AWBZ, and not residence). The central motivation is that the availability of good health care is
a right, but compensation for housing is not. Instead, paying for residence is (at least partly)
the responsibility of the person him-/herself.
Active citizenship relates mainly to the provision of informal care and social support from
relatives, friends and neighbours. The main instrument of the government to stimulate such
informal care activities, is to downsize the supply of health care. For example, provision of inhospital recovery from treatment can be reduced, making a speedy and good recovery more
dependent on a client’s social network. This way, costs are reduced because the average days
spent in hospital are decreased. Similarly, eligibility for domiciliary care provision is made
more strict to stimulate friends, neigbours and relatives of the client to provide these basic
activities.
Second, in many years time the Dutch government wants health care legislation and
provision to overlap with current ideas on responsibility and entitlements in health care, and
to be arranged in efficient systems of finance and legislation. In short, this implies that a client
and his/her social networks have the first responsibility to acquire or provide facilities,
residence, personal care, forms of social support, and other care and support activities. Care
and support activities should only be provided through collective means if a client’s financial
means, health status and social network does not allow him/her to take this responsibility.
All in all, the current government wants to totally abolish the AWBZ in the very long run
(10 years or longer). This long-term aim will pursued in steps. First, personal care, counselling,
daytime activities, and other activities currently or formerly provided through the AWBZ
should be provided through the WMO. These activities relate more to social support and can
potentially be provided through a client’s social network, meaning that municipalities might
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be better equiped to coordinate and provide these services than the national and
bureaucratic system of the AWBZ. This means that clients are no longer entitled to receive
these forms of care/support, but that these services are seen as potential practical solutions.
Second, arranging and compensating for short-term or long-term residence and facilities
(“hotel costs”) are thought to be the client’s responsibility, and will no longer be provided
through public resources. Third, nursing care should be provided through the ZVW, as this
relates more to medical care than long-term care or social support.
4.4.2 Policy measures for 2013
The policy measures in this paragraph relate to changes in government policy in the health
care system from 2013 onwards. Policy measures in the short-term are thoroughly worked
out by the government. Here, the most important changes in the health care system are
defined, after which the changes planned for the long term are described. The following
changes in health care policy become effective in 2013:
•
From 2013, care office branches of health insurers become responsible for all the clients
of the health insurer, regardless in which region they live. Before 2013, health insurers
were legally obligated to have a care office branch for all clients in the regions in which
they have the highest market share. The year 2013 is a transition year: care offices are
still going to cover the regions in which they were active before 2013. Health insurers
will then second care office activities to the care office that was responsible for AWBZ
services before 2013, until they are ready to perform these activities themselves.
•
Clients that were eligible for low-level intramural AWBZ care (ZZP level 1 or 2) in 2012
and before, will now be eligible for extramural care only. This only counts for new
indications. Clients with indications from before 2013 for low-level intramural care will
not lose them in the near future.
•
Rehabilitation in the AWBZ (ZZP 9) will be transferred to the ZVW. Rehabilitative care is
found to be short-term by nature, and related more to the curative sector than the care
sector.
•
The client contribution for AWBZ care is going to be raised.
•
More people will become eligible for PGBs in the AWBZ. The government made
eligibility criteria more strict in 2011 and 2012, because there were reports of misuse by
relatives of clients and commercial long-term care intermediaries.
•
The compulsory deductible for medical care is raised with ± 60% (from €220 to €350).
•
Walkers, zimmerframes, crutches, and kanes are no longer compensated through the
basic health insurance package of the ZVW, the AWBZ or the WMO. Renting
instrumental aids through the AWBZ is no longer possible.
4.4.3 (Potential) measures after 2013
Medical care
• In 2014, a client contribution of €50 will be charged when a client reports at the
emergency ward in a situation where emergency care is uncalled for. This policy measure
aims to reduce redundant medical provision due to client assertiviness.
• The initial plans of Rutte II to make health insurance premiums income dependent were
abolished. The current long-term plan is to make the compulsory deductible income
dependent, instead of the premiums.
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Long-term care
• In the long term, care offices will be abolished. Health insurers will then become
responsible for compensating medical as well as long-term care (ZVW and AWBZ) for their
clients. This will benefit clients, since they now have one “reception desk” for both ZVW
and AWBZ services. Also, health insurers don’t have to collect new information on a client,
when he or she applies for AWBZ care, since this client is already in the information
system of the health insurer. In the new system, long-term care providers will bill health
insurers instead of care offices for their provided services.
• As stated in the beginning of this paragraph lower-level intramural care (ZZP 1 and 2) will
disappear from 2013. Instead, those who were eligible for lower-level intramural care will
now only receive indications for extramural care. In 2014 and 2015, the same will count
for ZZP 3 and 4 respectively.
• From 2014, daytime activities (part of counselling) will no longer be compensated through
the AWBZ.
• From 2014, indications for personal care for a duration of 6 months or less, will no longer
be set.
• In 2015 all extramural personal care and counselling will be the responsibility of the
municipality. As was mentioned in in paragraph 4.4.1, all social support activities are going
to be detached from the AWBZ, becoming part of the WMO. As municipalities have
tighter budgets, it is expected that less clients will be eligible for institutional social
support provision, decreasing health care costs. Policy-makers hope to decrease the costs
within the AWBZ with 25%, by transferring personal care and counselling to the WMO.
• In 2015 extramural nursing care will be provided and compensated through the ZVW. The
underlying argument for this transfer is that nursing care better suits the curative sector
(medical care) than the long-term care or social support sector.
Social support
• From 2014 onward, eligibility for domiciliary care will become entirely income-dependent.
Municipalities will only provide such services for those with a relatively low income, other
clients will have to find their own means to acquire help with housecleaning, grocery
shopping etc. These cutbacks will only count for those applying for domiciliary care in
2014. However, in 2015 these changes will also count for all those already receiving
domiciliary care.
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Appendix
1. Figures of health care expenditure
Given below are three tables with global figures of health care expenditure in the Netherlands.
These tables form an update to table 5-7 of the first report.
Table A1.1a: Source and domains of health care expenditure, millions of euro’s (source: CBS)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source of finance
Government

8,206

10,724

11,328

12,390

12,739

13,147

ZVW

26,727

27,693

32,325

34,143

35,625

36,394

AWBZ

23,177

23,007

22,169

23,201

24,409

25,128

Other

12,612

13,220

13,933

14,150

14,506

15,043

Domains
Expenses for cure

40,688

43,306

46,553

48,688

50,741

51,926

Expenses for care

27,026

28,262

30,175

32,195

33,521

34,628

Policy & overhead

3,007

3,074

3,026

3,001

3,016

3,158

Total

70,722

74,643

79,755

83,884

87,279

89,712
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Table A1.1b: Source and domains of per capita health care expenditure, millions of euro’s
(source: CBS)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

502
1,635
1,418
772

655
1,690
1,404
807

689
1,965
1,348
847

750
2,066
1,404
856

767
2,144
1,469
873

788
2,180
1,506
901

Expenses for cure
Expenses for care
Policy & overhead

2,489
1,654
184

2,643
1,725
188

2,830
1,835
184

2,946
1,948
182

3,054
2,018
182

3,111
2,075
189

Total

4,327

4,556

4,849

5,075

5,253

5,375

Source of finance
Government
ZVW
AWBZ
Other
Domains

Table 1.1c: Source and domains of health care expenditure as the share (%) of gross domestic product
(source: CBS)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.5
5.0
4.3
2.3

1.9
4.9
4.0
2.3

1.9
5.4
3.7
2.3

2.2
5.9
4.0
2.5

2.2
6.0
4.2
2.5

2.2
6.1
4.2
2.5

Medical care
Long-term care
Policy & overhead

7.5
5.0
0.6

7.6
5.0
0.5

7.8
5.1
0.5

8.5
5.6
0.5

8.6
5.7
0.5

8.7
5.8
0.5

Total

13.1

13.1

13.4

14.6

14.8

15.0

Source of finance
Government
ZVW
AWBZ
Other11
Domains

11

Other sources of finance encompass: compulsory and voluntary deductibles in the ZVW, client contributions in
the ZVW and AWBZ, and financing from institutions and companies.
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Table A1.2: Health care expenditure by type of provider, 2009-2011 (source: CBS)*

2009

Provider

Total in
million €

Hospitals & specialist practices1

2010
% of
GDP

Total in
million €

2011
% of
GDP

Total in
million €

% of
GDP

21,436

3.73

22,702

3.85

22,811

3.81

5,273

0.92

5,401

0.92

5,665

0.95

2,470

0.43

2,494

0.42

2,697

0.45

2,558

0.45

2,637

0.45

2,743

0.46

1,720

0.30

1,807

0.31

1,940

0.32

707

0.12

752

0.13

772

0.13

1,260

0.22

1,279

0.22

1,266

0.21

6,204

1.08

6,340

1.08

6,418

1.07

2,670

0.46

2,727

0.46

2,867

0.48

Supporting services

1,769

0.31

1,878

0.32

1,903

0.32

Other

2,620

0.46

2,725

0.46

2,845

0.48

48,688

8.47

50,741

8.60

51,926

8.68

15,211

2.65

15,807

2.68

16,386

2.74

Mental health care
General practices
Dental practices

1,2

1

1

Paramedical practices

1

Municipal health service (GGD)3
4

Health at work & reintegration
Pharmaceutics

5

1,2

Therapeutic instruments

1,2

Total medical care expenditure
Providers of elderly care2
Providers of care for the disabled
Providers of youth care

7,802

1.36

8,088

1.37

8,293

1.39

2,6

1,819

0.32

1,960

0.33

2,077

0.35

3

Social and cultural work
Day care centers

2

1,168

0.20

1,221

0.21

1,277

0.21

7

3,943

0.69

4,138

0.70

4,336

0.72

6

576

0.10

549

0.09

481

0.08

1,677

0.29

1,758

0.30

1,778

0.30

32,195

5.60

33,521

5.68

34,628

5.79

3,001

0.52

3,016

0.51

3,158

0.53

83,884

14.59

87,279

14.79

89,712

14.99

Boarding schools

Other
Total long-term care and social
support expenditure
Policy and management
organizations
Total health care expenditure

*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.
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.
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Table A1.3: Health care expenditure as budgetted by the government, per sector, in millions of
euros, 2010-2011 (Source: BKZ).

Domain

Subdomain

2010

% of total

2011

% of total

95

0,2%

109

0,2%

Total

35,417

56,6%

36,167

56,1%

Hospital

19,191

30,7%

19,273

29,9%

Medication

5,215

8,3%

5,460

8,5%

Mental health care

3,897

6,2%

4,095

6,4%

General practice

2,219

3,5%

2,310

3,6%

Instrumental aids

1,394

2,2%

1,475

2,3%

Dental care

877

1,4%

788

1,2%

Allied health care

731

1,2%

725

1,1%

Other

1,893

3,0%

2,041

3,2%

Total

23,983

38,3%

24,645

38,3%

Nursing & personal care12

7,447

11,9%

7,637

11,9%

Care for handicapped12

4,333

6,9%

4,437

6,9%

Mental health care12

1,246

2,0%

1,281

2,0%

Extramural care

3,595

5,7%

3,603

5,6%

Daytime act. & transport.

1,159

1,9%

1,181

1,8%

Personal budgets

2,157

3,4%

2,279

3,5%

Capital fees

2,608

4,2%

2,593

4,0%

Other

1,438

2,3%

1,634

2,5%

Total

1,721

2,8%

1,642

2,5%

Budgetting for WMO

1,541

2,5%

1,456

2,3%

180

0,3%

186

0,3%

1,327

2,1%

1,850

2,9%

62,543

100%

64,413

100%

Public health
Medical care

Long-term care

Social support

MEE
Other
Total

12
13

13

These long-term care sectors designate intramural care
Other expenses are mainly for education in medicine, and the Wtcg.
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2. Benchmark results regarding WMO services of 123 municipalities (Source: SGBO)
Table A2.1: Information on WMO activities in a study population of 123 municipalities, 2011*

Size of municipal region
0 – 20,000
20,000 – 50,000
50,000 – 100,000
100,000 and more

Share of study
population
18%
52%
20%
10%

Performance field:
1.

Share in the
Netherlands
37%
45%
11%
6%
“Yes” in share of
municipalities:

Promoting liveability (NH = neighbourhood):
Promoting citizen participation of local activities
Stimulating initiatives from citizens
Promoting citizen platforms
Promoting networks for specific groups
Providing information concerning NHs
Providing mediation for conflicts in NHs
Promoting NHs watchers and coordinators
Promotion of citizens developing behavioral codes in NHs
Promoting activities to improved citizen contact in NHs

98%
98%
79%
77%
93%
70%
72%
29%
90%

Agreements with housing cooperations on:
Vacancies
Appropriate supply of social housing projects
Illegal renting / residence
Storage and garbage
Maintenance of plants and trees
Investments in play grounds
“Neighbour days”
Providing mediation for conflicts in neighbourhoods
Neighbourhood cleaning projects
Safety issues in the neighbourhood

59%
95%
58%
67%
66%
48%
34%
64%
54%
81%

3.
Switched to a client-oriented approach**
Switched to a client-oriented approach in a pilot

22%
29%

4.
Support to informal care-givers:
Activities to suspend informal-care activities at home
Activities to suspend informal-care activities outside the home
Daycare for children of informal care-givers
Courses
Facilities
Dispensation for obligation to apply for jobs when unemployed
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91%
69%
15%
88%
21%
31%

Contact platforms for informal care-givers
Support after death of the informal care-receiver
Counselling
Recreational activities for informal care-givers

96%
83%
99%
88%

Support to voluntary workers:
Daycare for children of voluntary workers
Promoting professional skills of voluntary workers
Facilities (parking cards, discount cards, etc)
Dispensation for obligation to apply for jobs when unemployed
Insurance
Awards and nominations for voluntary workers
Courses for employees working in voluntary work organizations
Information on legislation
Courses for voluntary workers
Platform with vacancies for voluntary workers
Recruitment campaigns for voluntary workers
Travel allowance
Support for administrative tasks
Financial means for support
Help with organizing

7%
88%
7%
20%
97%
86%
84%
89%
70%
93%
78%
20%
26%
38%
64%

7, 8 & 9.
Agreements with housing cooperations on housing and
support for:
Homeless people
Women from shelters
Patients in long-term mental health care
Addicts
Former prisoners

95%
63%
63%
58%
50%

Activities with regard to:
Housing rehabilitation
Employment rehabilitation
Education rehabilitation
Social rehabilitation
Financial rehabilitation
Other daytime activities in rehabilitation
Physical recovery
Psychological rehabilitation

58%
63%
55%
60%
57%
54%
39%
48%

* Please note that this is not the complete lists of WMO activities provided by municipalities in the Netherlands,
but only those activities for which data was collected.
** Municipalities are switching to a more client-oriented approach (“De Kanteling”). This client-oriented
approach aims at keeping citizens independent and active by actively approaching and stimulating them. WMO
provisions should be a last resort.
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