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第 1 章 医療制度の日蘭比較
大森正博（お茶の水女子大学）

I

はじめに 1

先進諸国は、高齢化、経済成長の鈍化等の社会経済的条件の変化の下で、社会保障制度改革
を迫られている。我が国でも
「税と社会保障の一体改革」
の名の下に課題が提示され、具体的な
政策処方箋の策定が試みられている。高齢化等の社会の変化に対応した社会保障サービスのあ
り方、国、地方の財政状況の健全化という経済的課題の中で、社会保障の費用負担のあり方も
課題になっている。本稿で対象とする医療は、高齢化および医療技術の高度化等を背景とし
て、その費用は、増加を続けており、
『平成 22 年度国民医療費』によれば、2010 年の国民医療
費は、37 兆 4202 億円にのぼり、国民一人あたりで 29 万 2200 円となっている。
医療は、人々の生命と健康を守るサービスであることを考慮すると、人々の年齢、性別、職
業等の属性、所得の多寡にかかわらず、需給の公平性に対する要求は強い。その一方でその需
給において、無駄がないこと、すなわち効率性も求められる。これらの条件は、国を問わず、
普遍的に医療に求められる条件と考えられる。医療サービスは、Arrow（1963）でも指摘して
いるように、情報の非対称性をはじめ、市場が機能するために必要な
「完全情報の条件」
を満た
していないことから、介入なしに市場にその取引を委ねては、効率性を実現することは困難で
あると考えられている。そこで、各国は、医療サービスの取引において、政府による介入を行
い、医療制度
（Health System）を構築している。そして、その多くが、1942 年にイギリスの第
二次世界大戦後の社会保障のあり方についての報告書である
『ベヴァリッジ報告』
に影響を強く
受けているといわれている。本稿で取り上げるオランダと日本もその例外ではなく、国が医療
保険制度を、
「社会保険
（Social Insurance）
」
として構築し、今日に至っている。
オランダも日本も前述のように、同様に高齢化等の社会経済的変化の下で、医療制度改革
を行ってきた。その中核にあるのは、公的医療保険制度の改革であるが、その方法は大きく
異なっている。それは、オランダにおいて、1980 年代終わりより始まったデッカー改革
（PlanDekker）による。オランダは、その後、紆余曲折を経ながらも医療制度改革を行い、日本では
主として健康保険制度によってカバーしている短期医療にあたる部分において、
「規制された競
争（Regulated Competition）
」が導入されている。
「規制された競争」は、医療サービス市場で生
じることが予想される
「市場の失敗」
を補正しながら、医療サービス市場に擬似的な市場メカニ
ズムを導入する試みである。我が国の公的医療保険制度においても、
「保険者機能の強化」が叫
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ばれ、保険者間のリスク構造調整が行われるなど、
「規制された競争」の制度的枠組みの一部が
既に導入されている。
「規制された競争」の効果については限定的な実証分析しか残されていな
いが、今後の我が国の公的医療保険制度改革を考える上で、参考になる点は多いと考えられる。
本稿では、日本とオランダの医療制度の比較を行うことを通じて、日本の医療制度改革のあ
り方について考える。以下、第 II 節で簡単な費用・便益分析を行うことによって、費用＝便
益の観点から、日本とオランダの医療制度の比較を行う。第 III 節では､ 日本とオランダの医
療制度について、効率性、公平性の観点から比較を行う。第 IV 節では結語が述べられる。

II

日本とオランダの医療制度の費用・便益分析

制度の比較を行うにあたって、その制度の機能について、費用・便益の観点から見ておくこ
とは、しばしば重要な洞察を与えてくれることがある。本節では、日本とオランダの医療制度
について、簡単な費用・便益分析を行い、この後の医療制度比較の参考としたい。
制度は、その目的のためにどの程度の費用を費やし、どの程度の便益を得たかを検証する
ことを通じて、その機能の評価を行うことができる。医療制度を機能させるための費用につ
いて、ここでは、医療費の対 GDP 比を使う。医療費の大きさは、人口によって左右されるの
で、医療に費やすことのできる所得の中で医療費に振り向ける割合によって、費用を測ること
にする。医療制度の便益は、国民の健康・生命の保持であり、とるべき指標は多岐に亘るが、
2
この指標をとる根拠は、医療
ここではやや単純化して、平均寿命を指標として見てみよう。

制度が、国民の健康・生命を保持することに成功していれば、国民が平均して長い寿命を実現
できるという考え方による。
1.

平均寿命

2011 年の日本の平均寿命は、男性 79.4 歳、女性 85.1 歳であり、オランダは、男性 79.4 歳、
女性は 83.1 歳であった。両国共に男性女性共に長寿を享受しており、平均寿命で測った両国
の医療制度の便益は、優劣付けがたく、優れていることが分かる。
2.

医療費の対 GDP 比

便益が高いとしても、便益を享受するのにどの程度の費用をかけているかの情報が必要であ
る。費用の絶対値は、人口規模にも影響を受けると考えられるので、ここでは OECD Health
Statistics の総医療費
（Total Health Expenditure）の対 GDP 比を利用することにしよう。図 1
は、日本とオランダの総医療費の対 GDP 比の年次推移を見たものである。2000 年から 2010
年まで日本がオランダよりも低くなっていることが分かる。
1、2 の観察から費用・便益の観点から、日本の医療制度の方がオランダのそれよりも低い
費用で高い便益を得ているという結論になり、優れていると考えられる。しかし、この費用・
便益分析はきわめて原始的であり、費用、便益に影響を与える多くの要素が抜け落ちている。
例えば、両国の人口動態である。特に高齢者は若者よりも医療機関を受診する頻度が高く、高
齢者の割合の多寡は医療費に影響を与える可能性が高い。日本では、2011 年に国民医療費の
2
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図1

総医療費の対 GDP 比の年次推移
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50％超を 65 歳以上の高齢者が使っている。3
図 2 は、の日本とオランダの 65 歳以上人口の全人口に占める割合の年次推移を見たもので
ある。1960 年から 1991 年にかけて、オランダの方が日本よりも 65 歳以上人口割合は高いが、
1992 年から 2011 年までは逆転して日本の方がオランダよりも高くなっている。このことから
高齢化がより急速に進行しているにも関わらず、同等の平均寿命を総医療費の対 GDP 比を相
対的に低く抑えて実現しているという意味において、日本の医療制度はオランダの医療制度よ
りも優れているとみることもできる。しかし、便益を考える上で医療の質も重要であるが、入
手可能性から、この分析では取り入れていないので、費用・便益の優劣について確定的な結論
を出すことはできない。
図2

65 歳以上人口の全人口に占める割合の年次推移
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後均寿命とは、0 歳児における平均余命をいう。
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III

日本とオランダの医療制度の比較

本節では、日本の医療制度とオランダの医療制度の比較を行い、効率性と公平性の観点から
評価を試みる。
1.

公的医療保険制度

日本、オランダ共に、ベヴァリッジ報告の影響を受けて、公的医療保険制度を社会保険の枠
組みの中で構成している。日本、オランダ共に、国民は公的医療保険に強制加入である。
1-1

公的医療保険制度の体系

日本の公的医療保険制度の特徴は、年齢、職業等の社会的属性によって制度が分立している
ことである。
まず、75 歳という年齢を境に、公的医療保険制度が分かれている。75 歳以上の高齢者は後
期高齢者医療制度に加入し、75 歳未満の人々は、被用者保険、国民健康保険に加入している。
すなわち、健康保険
（全国健康保険協会管掌健康保険
（
「協会けんぽ」
）
、組合管掌健康保険、日
雇い労働者向け健康保険）
、船員保険、各種共済
（国家公務員共済、地方公務員等共済、私学教
職員共済）のような被用者とその家族のための被用者保険と自営業者、退職者等の被用者では
ない人々のための国民健康保険から成っている。
年齢、社会的属性の相違による保険制度の分立の実態は、以下の事例を見るとよく分かる。
働いている現役の時期に、サラリーパーソン
（被用者）
として、健康保険、船員保険、各種共済
に加入している人々は、退職すると国民健康保険に加入し、75 歳以上になると国保を脱退し、
後期高齢者医療制度の被保険者になる。
この様な公的医療保険制度設計は、以下のような問題をもたらす。第一に被保険者のリスク
が特定の保険に偏る可能性があり、リスクに見合った保険料が徴収できなければ、保険財政を
不安定化する可能性がある。例えば、後期高齢者医療制度は 75 歳以上の高齢者のみが被保険
者であり、国民健康保険は被用者保険の退職者が、75 歳で後期高齢者医療制度に移行するま
では加入することもあって、高齢者の加入割合が高くなる。一般的に高齢者は病気をしやす
く、リスクの偏りが大きいので、これらの保険はそれに見合った保険料を含めた収入を確保で
きなければ財政は不安定化する。
第二に、保険制度が分立する結果、被保険者の数が少ない保険者も出てきて、保険財政が不
安定化する。例えば、国民健康保険は、市町村が保険者になるため、住民の少ない市町村は被
保険者数が小さくなり、事務費用等について規模の経済性が働かず、大数の法則が働きにくく
なるため、保険財政が不安定化する。
第三に、被保険者に保険の選択の自由がないことである。人々は職業等の社会的属性に応じ
て、入る保険が決まっているため、加入する保険を選ぶことが出来ない。このことを別の側面
から見ると、保険者は黙っていても保険に加入する被保険者が存在し、保険商品も差別化する
ことができないため、保険者が被保険者に対して、よりよい保険商品、品質が高く､ 価格を抑
えた保険商品を提供するインセンティブが損なわれる可能性がある。
一方、日本の公的医療保険制度にあたるオランダの公的医療保険制度は、
“Compartment 2”
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と呼ばれている。この制度は、2006 年の医療制度改革の中で制度が統合され、健康保険法
（ZVW, zorgverzekeringswet, Health Insurance Act）
の下で保険者が一本化されている。した
がって、オランダ国民は、年齢、職業その他の属性にかかわらず、Compartment 2 の保険者
である複数の
“Care Insurer”の中から保険者を選ぶことができる。逆に、保険者は加入を求め
てきた被保険者の加入を拒否することはできない。大人の歯科治療、一定回数以上のリハビ
リテーションサービス等は、Compartment 2 には含まれず、自由診療であり、これらのサー
ビスをカバーする“Compartment 3”
が存在する。Compartment 3 は、任意加入の保険であり、
Compartment 2 の保険者である Care Insurer が提供し、オランダの国民の 91％（2009 年）が
加入している。4
オランダの公的医療保険制度の日本のそれとの相違は、年齢、職業等の属性によって、制度
を分断していないこと、日本では強制加入の保険でカバーしているサービスを自由診療にし、
それらのサービスを任意保険でカバーさせている点である。
1-2

保険者

保険者は、医療保険制度の機能を考える上で重要な存在である。日本とオランダの医療制度
において、保険者はどの様な位置づけにあるのであろうか。本小節では、日本とオランダの保
険者の組織、現状、医療制度における役割について比較を行う。
日本では、公的医療保険制度の保険者は以下の通りである。協会けんぽ、日雇い労働者保
険、船員保険の保険者は、全国健康保険協会、組合健康保険の保険者は、各健康保険組合、国
家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の保険者は各共済組合、私学教職員共済組合の保険
者は日本私立学校振興・共済事業団、国民健康保険の保険者は市町村、国民健康保険組合の場
合は各国民健康保険組合になる。また、後期高齢者医療制度における保険者は各都道府県に設
置された後期高齢者医療広域連合である。
日本の公的医療保険制度は、被保険者の年齢、職業などの社会的属性により、分立している
ため、保険者の数も多く、被保険者数で測った保険者の規模は小規模なものも多い。また、設
立形態も原則的には非営利組織と行政組織
（市町村）
である。
また、保険者は、社会保険を適用した医療サービスの供給を望む診療所、病院をはじめとす
る医療サービス供給者と保険契約を結ばなければならず、社会保険診療報酬制度、薬価基準制
度により価格規制が行われていることも相まって、保険者と医療サービス供給者の間の契約は
一律にならざるを得ない。被保険者は、年齢および職業等の社会的属性によって加入する保険
が決定されるため、保険者を選択することはできない。したがって、保険者は、保険料を徴収
し、医療サービス供給者に支払いを行うことが主たる業務になり、効率化を行うインセンティ
ブは強くない。
それに対して、オランダの Compartment 2 の保険者は Care Insurer であり、非営利組織
の比率が高いが、営利組織も参入をすることができ、現在、32 の Care Insurer が存在してい
る。5 被保険者は、年齢および職業等の社会的属性にかかわらず、全ての Care Insurer の中か
ら保険者を選ぶことができ、保険者の変更も原則として 1 年間に 1 回行うことが出来る。医
4
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療サービスの価格は、医療サービス市場規制法
（Wet Marktordening Gezondheidszorg, WMG,
Health Care Market Regulation Act) により規制されており、医療サービス庁
（Nederlandse
Zorgautoriteit、Nza、Health Care Authority）が価格規制を担当しており、原則、上限価格規
制になっている。その一方で、病院サービスに適用されている包括払い価格の DBC（Diagnose
Behandeling Combinatie、Diagnosis Treatment Combination）
を含めて、上限価格規制をさら
に緩めて、保険者と医療サービス供給者の間の交渉で自由に決めることが許されている医療
6
したがって、保険者は被保険者から選択されるように、より品質の良
サービスも存在する。

い価格を抑えた医療サービスを含んだ保険商品を提供するための制度的準備は整っていると考
えられる。
また、Care Insurer は、公的医療保険でカバーされない自由診療のサービスに対する民間保
険つまり Compartment 3 のサービスを供給していることも特徴である。
1-3

公的医療保険の財政

本小節では、公的医療保険の財政について考える。
（表 1）は、2010 年の日本の国民医療費の
財源の状況を表している。収入の 48.5% は保険料、13.4% は一部負担から成っており、38.1%
は公費によっている。公費は、国からの補助が 25.9%、都道府県からの補助が 12.2% を占めて
いる。これらの公費負担は、後期高齢者医療制度に対する国・都道府県 ･ 市町村の補助金、国
民健康保険の保険
（医療）
給付費に対する国の補助等から成っている。
一方、オランダの Compartment 2 の医療保険財政は、2009 年で、医療支出の 51% が所
得比例保険料（Income-related contribution）によって徴収され、38％が定額保険料
（Flat-rate
Premium）によっている。7 2 種類の保険料収入の合計が、医療費の 89％という高い割合を占
めていることが分かる。この中で、定額保険料が医療支出に占める割合は増加傾向にある。そ
の一方で、事後的な政府からの補助金はほとんど無いことと、被保険者の一部負担が 5％前後
と小さいことが特徴的である。
日本とオランダの公的医療保険財政を比較して、特徴的なことは、医療支出に占める保険料
収入の割合の差異と医療支出に占める租税財源の割合の差異である。

表1

財源別国民医療費
財

源

平成 22 年度
推計額（億円）

構成割合（％）

国民医療費

374,202

100.0

公費

142,562

38.1

97,037

25.9

国庫
地方
保険料
事業主
被保険者
その他
（3）
患者負担（再掲）

45,525

12.2

181,319

48.5

75,380

20.1

105,939

28.3

50,322

13.4

47,573

12.7

6

DBC の中で交渉により自由に価格設定ができるサービスを DBC-B と呼ぶ。

7

CVZ.

8

所得比例保険料の医療支出に占める割合は、日本とオランダでほぼ同じ割合である。その
一方で、オランダは定額保険料が 38% を占めている反面、日本は、一部負担 13.4% に加え
て、公費による補助が 38.1% を占めている。8 オランダの定額保険料は、保険者である Care
Insurer が医療給付にかかった費用と政府から与えられた予算の差額を被保険者に求める負担
の性格を持っている。ここで、オランダにおける Compartment 2 の所得比例保険料、定額保
険料の決定プロセスを確認しておこう。国は、医療費の予測を行い、所得比例保険料、定額保
険料収入の水準を予想、決定し、補助金を投入して、マクロ医療予算
（
“Macro Budget”）を設
定する。9 被保険者の納付した所得比例保険料は、一度国によって一つの保険基金に集められ
る。この時、所得比例保険料を保険者である Care Insurer が直接徴収しないところに注意さ
れたい。所得比例保険料と補助金を合わせて、加入した被保険者の年齢、性別､ 前年度の薬剤
費等のリスク属性に応じて、Care Insurer に予算が与えられる。いわゆる、リスク構造調整方
式の予算支払いである。Care Insurer は、与えられた予算と実際に被保険者にかかる医療費の
予測額との差額を、定額保険料として加入している被保険者に請求する。定額保険料は、被保
険者にとって、選択した Care Insurer の保険を利用して医療サービスを受けることに対する
負担であり、Care Insurer によって定額保険料は異なる。
日本とオランダの公的医療保険財政のあり方から、保険料と補助金の役割の相違を見て取
ることができる。日本とオランダの両国の社会保障制度がベヴァリッジ報告の影響を受けて、
国が最低限度の生活（“National Minimum”
）を保障する考え方を反映していること、医療が人
の生命・健康を保持することに関わっていることから、公的医療保険制度の公平性
（Equity,
Fairness）に対する人々の要求は強い。財・サービスの消費に対して、その効用に応じた金銭
的対価を支払うことが原則であるが、医療サービスの場合には、この原則が必ずしも支持され
ず、何らかの所得分配が必要になってくる。
日本の公的医療保険制度では、公費によって様々な経路を通じて所得分配を行っている。第
一に、後期高齢者医療制度において、一部負担を除いた医療費の約 50％を国・都道府県 ･ 市
町村が 4 : 1 : 1 の割合で補助している。租税は主として若年世代が就労等を通じて負担してい
ると考えられるので、若年世代から 75 歳以上の高齢者に対する所得分配が生じていると考え
られる。第二に、国民健康保険は、保険給付費の 3 分の 1 程度しか保険料収入で賄えていない
のが現状であり、医療サービスの給付費の 43 % を国庫補助で賄うことになっている。10 国民
健康保険は、被用者保険の退職者が加入してくることも考えると、国庫補助を行うのも無理か
らぬ側面があるが、いずれにせよ若年世代から高齢世代への所得分配の側面を強く持ってい
る。第三に、生活保護における医療扶助をはじめとして、特定の高いリスクを持った人々に医
療サービスを提供する公費負担医療に対する補助がある。
租税財源による公費によって所得分配を行う一方で、保険者間においても所得分配が行われ
ていることに注意したい。 第一に、後期高齢者医療制度では、一部負担を除く費用の約 40％
を、後期高齢者支援金として組合健康保険、協会けんぽ等の現役世代が加入する保険者から受
8

定額保険料について理解するためには、オランダの“Compartment 2”に導入されている「規制された競

9

国の補助金の多くは、18 歳未満の被保険者の保険料の補助である。Wilemijn Schafer et al（2010）P.72, 79

争（Regulated Competition）
」の理解が不可欠である。「規制された競争」については、後述。
を参照。
10

厚生労働省保険局（2013b）を参照。

9

け取っている。これは、若年世代から 75 歳以上の高齢世代への所得分配の側面を持っている。
第二に、65 歳以上 75 歳未満の医療費について、前期高齢者給付費に対する財政調整制度によ
り、被用者保険、国民健康保険の保険者間で
（65 歳以上 75 歳未満の）高齢者の加入割合に応じ
て、財政調整を行っている。これも、若年世代から 65 歳以上 75 歳未満の高齢者に対する所得
分配の要素を持っている。
第三に、公的医療保険における一部負担率は、義務教育就学前児童は 2 割負担、義務教育就
学後から 70 歳未満は 3 割負担、70 歳以上 75 歳未満は､ 現役並み所得者は 3 割負担、そうで
ない人々は 2 割負担、75 歳以上の高齢者（後期高齢者医療制度の被保険者）は、現役並み所得
者は 3 割負担、そうでない人々は 1 割負担となっている。ここでも年齢による一部負担率を通
じて、所得分配が行われている。11
この様に日本の公的医療保険制度では、租税財源による様々な補助金、保険者間の様々な資
金移転、一部負担等の多くの経路を通じて所得分配が行われていることが特徴的である。
一方、オランダの租税財源による補助金投入の主たる経路は、年度初めのマクロ医療予算を
組む時の補助金投入である。組まれたマクロ医療予算は、被保険者の性別、年齢、過去の薬剤
費等のリスク指標によるリスク構造調整支払いを通じて、保険者である Care Insurer に予算
として与えられる。この時に、年齢を含め、リスクの高い者から低い者に対して所得分配が行
われていると考えられる。そして、Care Insurer が、実際に使う医療費に対する予算の不足分
を被保険者ひとりあたり人頭割で徴収する定額保険料は、所得による減免制度があり、18 歳
未満の被保険者の定額保険料は政府が補助金を出すという措置はあるものの、逆進的な側面を
持っている。オランダの公的医療保険の所得分配の経路は日本と比べて比較的単純である。
経済成長が低位安定して、大きな税収増が期待できない状況の下で、公的医療保険制度は、
公費による補助に大幅には頼れない状況にある。公費による補助は、そこに一定の割合、金額
を超えないという規律が働かないと、際限なく拡大していく側面がある。オランダの公費によ
る補助は、補助を与える部分が限られていること、補助の出し方に一定のルールがあることか
ら、公費の投入に一定の規律が働きやすいように思われる。日本の公的医療保険の公費の出し
方、および、所得分配のあり方は検討するべき時に来ているように思われる。
2.

医療サービス需給の効率性、公平性

医療サービスは、情報の非対称性の性質等、市場の失敗を起こす要素を持っているために、
価格メカニズムが十分に機能しない。医療サービス市場の効率性を実現する方策の一つに公的
介入がある。
公的医療保険制度では、オランダはすでに述べたように、Compartment 2 に｢規制された競
争｣を導入し、医療保険市場、医療サービス市場における効率性実現を図っている。2 で説明
したように、オランダの Compartment 2 の保険者である Care Insurer は、リスク構造調整方
式で被保険者の医療費を予算として受け取っており、実際にかかると予想される医療費との差
額を定額保険料として被保険者から徴収しなければならない。リスク構造調整方式が完全に機
能していれば、定額保険料は、Care Insurer の費用効率化の努力を反映することになる。費
11

義務教育就学前児童の一部負担は、乳幼児医療費助成制度により、市町村が補助を行っており、同制度の

対象は、義務教育就学後の児童にまで広がっている。

10

用効率化の努力の対象は、保険者の事務費用のみならず、被保険者に提供する医療サービスに
かかる費用も含まれる。Compartment 2 では、保険者は医療サービス供給者と、価格も含め
て、医療サービスの品質についても交渉することができるため、契約において努力をすること
によって費用節減をする余地がある。被保険者は Care Insurer を選択する時、設定された定
額保険料は基準の一つとなるので、Care Insurer は被保険者を引きつけるために事務費用を
節減し、医療サービス供給者との契約交渉によって費用節減を行い、定額保険料を低くする努
力を行うインセンティブを持つ。定額保険料をめぐる保険者間の競争を通じて、より品質が高
く、より低い価格の医療サービスが被保険者に提供されることが期待される。12 表 2 は、Care
Insurer の被保険者数で見た規模の分布の年次推移を示している。2006 年以降、Care Insurer
の規模が大きくなり、合併の結果、数も減少していることが分かる。Care Insurer 同士の競争
の過程で、規模の経済性を追求し、大数の法則を働きやすくする努力の結果であるが、同時に
競争抑制的になる危険性もはらんでいるように思われる。
また、オランダの医療制度では、医療サービス市場にもう一つの効率化を促すメカニズムが
取り入れられている。GP システム
（GP System）
である。GP システムとは、患者
（被保険者）が、
医療サービスを受診する時に、最初に GP（General Practitioner）のもとを訪れることをルー
ル化したものをいう。患者が、病院に行く必要がある時には、GP の紹介状をもらって、はじ
めて病院で受診することができる。検査機器、治療機器､ 入院設備も整っているために、病院
における医療サービスは、品質が高く、固定費用がかかっていることから、サービス 1 単位あ
たりの費用
（平均費用）
も高く付く。医療技術に関する情報の非対称性の下で、患者は症状とそ
れに対応した医療サービスを明確にすることができないので、難しい病気であっても治療する
ことができる確率が高く、より品質が高い病院のサービスを選好する傾向にあると考えられ
る。その結果、病院のサービスの過剰受診が生じて、医療費が過大にかかる危険性があるが、
GP システムにより、病院に行くべき患者が選別され、医療サービスの需給の効率化が可能に
表2

Care Insurer の規模別分布の年次推移
ZVW
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Number of the insured
1000000-

5

5

5

5

5

5

5

500000-1000000

5

3

6

6

4

4

4

400000-500000

3

4

1

1

1

2

2

300000-400000

4

5

4

4

5

4

3

200000-300000

1

0

1

1

0

2

2

100000-200000

6

7

7

7

9

7

7

50000-100000

5

5

3

3

2

2

2

-50000

4

3

3

3

2

1

1

Total

33

32

30

30

28

27

26

VEKTIS (2007) p. 22, VEKTIS (2008) p. 20, Jaarcijfer 2011, Jaarcijfer 2011.
12

「規制された競争」が機能するための重要な点は、リスク構造調整支払い方式が完全に機能すること、被保
険者が保健サービスの内容を完全に理解できることである。前者については、統計的分析を行うことを通
じて、リスク指標の精緻化が試みられており、後者については、保険者の提供するサービスに関する情報
を集約したウェブサイトを開設するなどの努力が払われている。

11

なる。13
一方、日本の医療制度では、選定療養費による初診料加算の制度がある。これは、200 床以
上の病院で、紹介状を持たないで受診すると初診料が加算されるという制度であるが、逆に初
診料さえ支払えば、
（200 床以上の）病院サービスを受診できるわけであり、医療サービス供給
の効率性の観点から問題があり、さらに初診料加算を払えるだけの所得の高い者が病院サービ
スを受診するという公平性に関わる問題も惹起することになる。
人口が日本の約 8 分の 1 程度のオランダで、100 あまりしか病院が存在しないのに対して、
日本では 9000 近い病院が存在していることは、日本では病院と診療所が効率的分業を行えて
いない可能性が高いことを物語っている。14

IV

日本の医療制度改革への示唆

本節では、第 III 節までの議論を前提にしながら、オランダの医療制度から日本の医療制度
改革の示唆を得ることを試み、結びに代えることにしたい。
本稿では、日本とオランダの医療制度の簡単な費用・便益分析を行い、GDP 比を費用、平
均寿命を便益の指標としたところ、日本はオランダと遜色ないどころか低い費用で高い便益を
享受していることが分かった。しかし、これは、医療サービスの品質等の指標を欠いた状態で
の、暫定的な考察である。
日本の医療制度から見て、オランダの医療制度の優れている点は、サービスの需給を考える
上で不可欠な、効率性、公平性の視点を明確に持っているところにある。効率性の実現にあ
たって、重要なのが、
「規制された競争」の導入と GP システムの導入である。単純に
「規制され
た競争」を日本の医療制度に持ち込むことは容易ではないが、保険者が財政的に自立して、保
険者としての経営を行う仕組みとして、参考にする点は多いように思われる。
そして、公平性については、医療保険財政におけるリスク構造調整方式の活用が参考にな
る。公的医療保険の費用を予算化し、リスク構造調整方式の保険者への予算配分を通じて、主
たる所得分配を行い、逆進性を持つ定額保険料については、低所得者には減免措置を設け、18
歳未満の被保険者には保険料に対する補助金を与えるという配慮を行っている。所得分配の経
路を限定し、単純化していることが制度の透明性を高め、補助金の投入に自律性を与えること
を可能にしているように思われる。経済成長の低位安定の下で、公費による医療費補助の拡大
が困難になっている状況下で、オランダの公的医療保険財政のあり方は、日本の今後の医療制
度改革に対して示唆することは多いように思われる。
参考文献
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13

GP が病院への医療サービスを受診する患者を選別する役割を「門番の役割（Gate keeper role）」という。

14
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第 2 章 オランダの医療・介護費
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 1,719 市町村
・オランダの人口構成は 65 歳以上が 15.3%、80 歳以上が 3.9%（日本は 24.1%、7.0%）
。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 1 年半短い
（オランダ 81.3 年、日本 82.7 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 11.9%、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 7% が施設介護、21% 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。
・この事態を打開するため、オランダは国民の福祉依存体質を改める改革を進めている。

2

オランダの ZVW・AWBZ・Wmo の概要：制度・財政・改革の方向（注 1）

（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 6% 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
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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。
表 1 は ZVW の収入・支出を示したものである。2012 年の ZVW の収入は 389.1 億ユーロで、
その財源構成は所得比例保険料 53.0%、定額保険料 35.8%、政府拠出 6.1%、免責額
（強制＋任
意：患者負担）4.6% であった。2012 年の ZVW の支出は 369.1 億ユーロ
（2011 年で医療費全体
の 72% に相当）
で、その内訳は専門医 53.3%、医薬品 12.4%、GP 6.2% などであった。
（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の 12.65% の保険料であ
る（2013 年に 12.15% から 12.65% に引上げられた）
。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に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。ただし、ドイツや日本と異なり、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。AWBZ の保険者は地域
で最大の保険会社がその役割（care office と呼ばれている）を果たしているが、2013 年以降は
全ての保険会社が 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）
。
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 など）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。
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。

表１ ZVW の収支

収入計
所得比例保険料
定額保険料
政府拠出
免責額（強制＋任意）
その他
支出計
GP
医薬品
専門医
医療機器

2006
28,360.0
14,107.6
8,991.2
1,863.9
3,206.7
190.6
28,269.9
1,927.3
4,558.9
17,467.1
1,121.2

2007
30,120.1
14,726.4
10,110.1
1,857.5
3,204.8
221.3
29,128.0
2,006.0
4,979.0
17,313.4
1,232.5

2008
32,860.7
16,917.6
12,432.0
2,072.0
1,385.5
53.6
33,153.2
2,056.8
5,063.2
16,808.7
1,279.2

2009
32,591.7
16,651.5
12,237.6
2,080.7
1,450.6
171.3
34,474.0
2,130.9
5,074.5
18,120.9
1,320.8

2010
34,050.3
17,381.9
12,804.3
2,132.6
1,557.1
174.4
35,702.7
2,144.6
5,191.0
18,194.5
1,387.4

2011
37,902.8
19,408.8
14,295.6
2,318.5
1,651.3
228.6
36,546.1
2,363.6
5,155.6
18,883.5
1,436.1

(単位：100万ユーロ)
2012
2013
38,908.3
20,616.3
13,914.2
2,379.0
1,789.0
209.8
36,908.9
2,297.8
2,372.0
4,573.1
4,329.0
19,673.5
20,706.7
1,493.0
1,456.9

注：収入の政府拠出は18歳未満の保険料免除分。
Source: CVZ (2014.2.17)
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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。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。2011 年における PGB の給付総額は 22 億ユーロで
あった。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。
表 2 は AWBZ の収入・支出を示したものである。2013 年の AWBZ の収入は 235.7 億ユー
ロで、その財源構成は保険料 75.2%、政府拠出 15.8%、利用者負担 8.8% であった
（2012 年まで
と比べて政府拠出が大幅に減少）。2013 年の AWBZ の支出は 275.8 億ユーロで、その内訳は、
現物給付 89.2%、現金給付 9.7% であった。現金給付は personal budget（個人勘定）が大部分
を占め、personal budget は AWBZ 支出の 9.0% であった。なお、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 はオランダのケア費用のトレンドを示したものである。ケア費用は医療費 (Health care)
と Social care (LTC + social support) の合計で、ZVW 、AWBZ、政府支出などで構成されて
いる。2000 年に比べて 2011 年は医療費も Social care 費もともにおよそ 1.9 倍に増加している。
2011 年のケア費用は 897 億ユーロ（GDP の 15.0%、以下同様）で、医療費は 519 億ユーロ
（8.7%）、Social care 費は 346 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。Social care 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。2011 年のケア費用データ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。
・LTC の財源の 8 割は AWBZ である。
・Social care 費の中で 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。

表２ AWBZの収支

収入計
保険料
利用者負担
政府拠出（赤字補填）
その他
支出計
現物給付
現金給付
うちpersonal buget
その他
Source: CVZ (2014.2.17)
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2006
23,126.9
14,045.7
1,794.6
4,745.6
2,541.0
22,968.9
21,212.8
1,519.3
1,103.5
236.8

2007
23,341.9
14,398.4
1,617.6
4,495.4
2,830.5
22,928.5
21,123.0
1,559.4
1,305.7
246.1

2008
20,600.6
14,213.7
1,580.2
4,774.3
32.4
21,938.1
19,794.0
1,831.8
1,567.6
312.3

2009
20,075.5
13,555.2
1,581.9
4,896.4
42.0
23,364.0
20,848.2
2,177.6
1,917.3
338.2

2010
21,792.5
15,190.4
1,668.6
4,891.6
41.9
24,471.6
21,669.2
2,423.8
2,159.9
378.6

2011
23,333.2
16,246.0
1,801.3
5,248.3
37.6
25,479.1
22,475.5
2,524.2
2,255.5
479.4

(単位：100万ユーロ)
2012
2013
23,231.3 23,570.8
16,077.4 17,729.5
1,832.9
2,085.2
5,275.7
3,719.4
45.3
36.7
28,032.0 27,578.1
25,022.0 24,593.0
2,671.0
2,668.4
2,458.7
2,476.9
339.0
316.6

表３

オランダのケア費用のトレンド

総額
対GDP比 (%)

1990
26.7

1995
35.1
11.5

2000
47.0
11.2

15.6
9.9
1.1

20.6
13.1
1.5

26.9
18.4
1.7

分野別
Health care
Social care
管理費

（単位： 10億ユーロ）
2005
2010
2011
67.8
87.3
89.7
13.2
14.8
15.0
39.2
26.3
2.3

財源別
5.0
6.7
6.5
7.7
政府
ZVW
6.9
12.0
12.7
17.6
AWBZ
7.2
7.6
14.5
22.0
7.5
8.8
13.3
20.4
その他
VHI
5.7
9.0
・・・
・・・
4.2
7.0
利用者負担
・・・
・・・
出典： 2005年まではHealth system in transition
2010・11年はRolden and van der Waal (2013)

50.7
33.5
3.0

51.9
34.6
3.2

12.7
35.6
24.4
14.5

13.1
36.4
25.1
15.0

（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。
表 4 は各サービスの制度間区分を示したものである。Wmo が導入された 2007 年にホーム
ヘルプは AWBZ から Wmo に移管された。現在、AWBZ の給付カタログの縮小が進められ、
最終的には AWBZ は施設における LTC に特化し、非 LTC サービス及び在宅の LTC サービ
スは AWBZ から切り離すことが目指されている。

3

AWBZ の現状と展望

表 5 は 2007 年末における AWBZ の受給者数の内訳を示したものである。総人口の 3.6% が
在宅又は施設サービスを受けた。受給者のおよそ 7 割が高齢者で、高齢者の中では 42% が施
設入所者、58% が在宅サービス受給者であった。高齢サービス受給者の 18% が認知症による
ものであった。
2007 年末において 65 歳以上の高齢者の 27.7% が AWBZ のサービスを受けていた。その施
設・在宅別内訳は 6.6% が施設サービス、21.1% が在宅サービス受給者であった。これをさら
に年齢階級別に見ると図 1 のとおりである。85 歳以上では 80% 以上が AWBZ のサービスを
受けており、日本の介護保険の受給率より明らかに高い。
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表４

各サービスの制度間区分

LTC

LTC関連の
社会サービ
ス

AWBZ
Wmo
アシスタンス、personal ホームヘルプ
care, nursing care, トリー
トメント、施設介護
食事宅配

ZVW
一部の医療用具

Home adjustment
トランスポート
Maternity care
多くの社会サービス
ナーシングホームや自
宅でのリハビリ
temporary care

非LTC

医療サービス

出典：Esther Mot(2010). The Dutch system of long-term care. CPB Document No. 204.

表5 AWBZ の受給者数（2007年末）

高齢者
身体
認知性
障害者
精神病患者
合計

在宅
227
210
17
47
61
335

施設
164
109
55
66
23
253

（単位：千人）
計
391
319
72
113
84
588
(総人口の3.6%)

出典：Esther Mot(2010). The Dutch system of long-term care.
CPB Document No. 204.
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出典： 表5と同じ
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表 6 は AWBZ の給付縮小プロセス
（過去～将来）を示したものである。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。リハビリテーションは
ZVW に移管され、2013 年の新規認定者から軽度
（ZZP レベル 1 又は 2）の施設介護受給者は在
宅介護しか受けられなくなる。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。
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。また、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。
表6 AWBZの給付縮小プロセス
在宅サービス

LTC種類
Home help
Personal care
Nursing care
Counselling
Treatment

AWBZ→Wmo, 2007
AWBZ→Wmo, 2015（注１）
Mental health care→ZVW, 2008
AWBZ→ZVW, 2015
Restricted, 2009 & 2014
AWBZ→Wmo, 2015（注１）
Mental health care→ZVW, 2008

入院後の
Rehabilitation

施設サービス

1年未満のMental health care→ZVW, 2008

1年未満のMental health care→ZVW, 2008
AWBZ(ZZP9) →ZVW, 2013
ZZP1・2は利用不可,2013
ZZP3・4は利用不可,2014/15

注１：在宅サービスのPersonal careとCouncellingをAWBZからWmoに移管することで,
AWBZコストの1/4 が削減される。

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。日本の介護保険
制度では施設介護は特養・老健・介護療養病床の３種類に限定されているが、実際には多くの
要介護者が民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅に入居している。
在宅要介護者が安心して地域に住み続けるためにも、介護施設入所者にとっても、医療サー
ビスと介護サービスが適切に連携された形で提供されるシステムの構築が重要である。しかし、
それは介護サービスの中に医療サービスを混入させることではない。
胃瘻や看取りの問題も近年では深刻になりつつある。今後の介護給付の増加に対応した財源
確保の議論の中で、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。
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（2）オランダの議論・今後の方向
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。ZVW には管理競争という効率化への incentive が働いているが、それでもオランダ
の医療費は低くはない。一方、AWBZ には効率化への incentive が組み込まれていない。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、2007 年以降は一転して
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。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 の極小化である
（AWBZ の給付のうち nursing care や treatment 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 1 年半短い。65 歳の平均余命も日本人より同程度短い。
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%（2011 年）
、オランダが 27.7%
（2007 年）と大きな差がある。
オランダはフランスやドイツよりも人口千人当たりの医師数・病床数は少ない。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。
オランダは高齢者介護のために日本の 2 倍の費用を使っていることになる。
施設 LTC は AWBZ（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 の極小化という方向は、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。
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）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・介護の連携の議論に必要な
実証研究に関する一考察
井深陽子（東北大学大学院経済学研究科）
庄司啓史（衆議院憲法審査会事務局）

はじめに
介護保険と医療保険の利用は高齢化の進展及び高度な技術の発展に伴い将来的に増加するこ
とが予想される。これからの社会保障制度において公的負担の面で議論の中心となるのは、医
療・介護それぞれの役割に基づいてより効率的に利用するということ、また可能な限り健康や
厚生に影響を与えることなく医療費・介護費の増加の幅を限定することである。このためには、
必要な利用を妨げることなく資源の有効利用という面で無駄のある利用を最小限にし、かつ、
医療と介護の間で必要に応じた連携を行うことが必要となる。この点をさらに噛み砕くと、1）
医療費の伸びの幅を抑えること、2）
介護費の伸びの幅を抑えること、3）
医療と介護の間でそれ
ぞれの用途に応じて連携を行うこと――という三点に分類される。
本稿では、医療費と介護費の伸びに関係する前述の三つの点について、関連施策とこれまで
の研究から得られた知見との関係を整理した上で、厚生労働省科学研究費補助金
「医療・介護
において共有すべき情報に関する研究」
（代表：磯部文雄）の助成を受けた我々の研究の成果 1
の位置付けを行うとともに、今後の同分野実証研究の方向性と医療・介護費の公的負担の伸び
を押さえるための方策を考える上で、実証研究の重要性を議論する。

医療費
医療費は経済成長とともに増大していくが、実際には医療費支出伸び幅は国家の所得水準が
上昇する以上の割合で増加している。このことは、医療サービスの需要に対する所得弾力性
は 1 以上であることを示しており、医療サービスは国家にとって、いわば
「奢侈品」
であること
が知られている（Getzen 2000）
。また、マクロの医療費支出の増加は、これまでの実証研究に
よって、高齢化の進展よりもむしろ医療技術の進展がより大きな要因であるということが明
らかになっている。例えば、1960 年から 2007 年の米国における医療費支出の伸びのうち最大
48.3% は、技術の進歩に伴う伸びであると算出される一方で、人口構造の変化が与える影響は
7.2% にとどまっている
（Smith, Newhouse, and Freeland 2009）
。
医療費の伸びを抑える方策を考える際に重要な視点として、1）
「医療技術の選択」というマ
クロ的な政策、2）個人の受診行動や病院などに対して医療費抑制につながるような誘因の設
1

実証研究の成果は、月刊誌『統計』2013 年 12 月号に「中高年の受診行動と身体機能との関係から」として
刊行された。
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計というミクロ的な視点――の二つがあげられる。1）と深い関係を持つ医療技術評価
（Health
Technology Assessment）に関しては、実際にいくつかの国で政策として実施されている。著
名な例としては、National Health Service（NHS）のもと公的資金による公的医療サービスが
提供されている英国では、The National Institute for Health and Clinical Excellence（NICE）
により、医療技術の有効性、安全性に加え、積極的な医療技術評価が行われ、実質的に NICE
のガイダンスが医療技術の選択に影響を与えている
（白岩他 2009）
。オーストラリアでも同様
に、新薬を対象に医療技術評価が行われ、公的保険における収載への推奨が行われている（福
田 2013）
。さらに、フランス及びドイツでも、評価の技術的な詳細は異なるものの、同様の医
療技術評価が行われ、当該評価が価格の交渉や設定に影響を与えている
（福田 2013）
。このよ
うな背景から、医療技術評価に関する研究論文も新しい医療技術や医薬品に関して数多く行わ
れている。日本においては、未だ実際の政策への応用を目的とした医療技術評価の導入に関す
る議論が始まった段階であるといえよう。
2）の個別主体の行動に対する誘因設計という観点では、主体の行動の把握が重要となるが、
医療費との関係ではとりわけ二つ主体の行動が重要となる。まず、第一の主体は実際に治療を
決定する主体、つまり医師である。個別の医療行為の選択は医師によって行われ、原則として
患者である個人が治療行為を決定するわけではない 2。したがって経済学では、医師と患者の
間における情報の非対称性が存在するという問題に対し、医療行為の選択は、医師が患者（プ
リンシパル）の
「代理人」として行動するという観点から分析が行われてきた。この文脈の中で、
「医師誘発需要」
と呼ばれる理論では、医師が患者の代理人として行動するという原則から、医
師が情報の非対称性を利用して利潤をあげるという目的のために需要を誘発するという理論モ
デルが構築された。実証的には Feldstein が、供給
（医師密度）が増加したにもかかわらず、医
師報酬が上昇していることにより発見された（Feldstein 1970）3。医師誘発需要仮説について
は、日本でも数多くの実証研究が行われている。西村
（1987）
、岸田
（2001）
では医師誘発需要の
存在に否定的な、泉田他
（1998）
、山田
（2002）
、Shigeoka and Fushimi（2014）では肯定的な結
果が得られている。
次に、第二の主体である患者は治療行為に対する選択について、自身で治療選択において技
術の細部にわたるまで決定するという状況はきわめて限定的であると考えられる。しかしなが
ら、例外的に外来受診では自身で通院に関する決定を行うという意味で、自主性を持って意
思決定を行う。この個人の意思決定は、医療
「サービス」に対する需要の分析という文脈から
分析されてきた。これまでの研究では、古典的な価格弾力性というフレームワークの中で、個
人の医療行為に対する需要が支払い額に対してどのように変化するかという問いに関する実証
分析が行われてきた。この場合、価格を測る指標としてはその絶対的な金額というより、む
しろ自己負担率が政策的には重要であると考える。自己負担率と受療行動との関係の先駆的
な大規模研究としては、アメリカの RAND 研究所によって行われた RAND Health Insurance
Experiment が挙げられる。この大規模な社会実験から得られたデータを用いて、自己負担率
の変化がどのように個人の受診行動を変化させるのか、ということが集中的に分析され、自己

2
3

このことは、治療の選択において患者の意思が全く反映されないということを意味するわけではない。
本稿では紙面の都合上海外の研究に対する言及を避けるが、McGuire（2000）が当時までの医師誘発需要に
関する研究のサーベイを行っている（Mcguire 2000）。
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負担率の増加は一定程度受診行動を減少させるという総括が得られている
（Gruber 2006）
。日
本においても、Ii and Ohkusa による二論文を初めとして、医療費の自己負担率の相違を用
いて受診行動と自己負担率の関係を分析した研究が多い
（Ii and Ohkusa 2002a; Ii and Ohkusa
2002b）4。通院に関しては、概ね米国の結果と整合的で、自己負担率の増加が受診行動を減少
させるという結論が得られている（井伊・別所 2006）
。この自己負担率と医療機関利用との関
係は、最近の研究によっても確認されていることに加えて、その研究では同時に自己負担率が
健康に与える影響は限定的であるということが示されている
（Shigeoka 2013）5。
これらの個人レベルデータに基づいた実証研究は、供給側において情報の非対称性による過
剰供給が存在する可能性を示唆し、
「適切な」代理人機能を強化する必要性があることを、需要
側において自己負担率の設定により個人の行動変容を促す誘因を作り出す可能性があることを
示唆している。同時に、米国の先行研究で示されたマクロレベル技術進歩による医療費の増加
幅が大きさを考えると、国家レベルでの医療技術の選択が医療費に与える影響に関する研究と
政策効果に関するさらなる議論が重要となっていくと考えられる。

介護費及び医療と介護の代替
介護支出の増加は、高齢化の進む国家において重要な課題である。近年の研究における一
つの重要な問いは、
「介護サービスはどのようなサービスにより代替されるか」である。初期の
介護に関する研究課題が、
「フォーマルな介護サービスはインフォーマルケアを代替するか」で
あったことを考えると
（Bonsang 2009）
、研究課題がいわゆる
「介護の社会化」から、財政面で
の介護支出の増加をどのように抑制するかという方向性へとシフトしてきていることが分かる。
公的保険財政への負担を軽減するという目的に対しては、インフォーマルケアが一つの方策
として考えられている。最近のフィンランドのケースでは、インフォーマルケアが提供されて
いる高齢者は、そうではない高齢者に比べて、ケアに対する支出が少ないことが示されている
（Kehusmaa et al. 2013）
。また、Bonsang は、子どもが両親に対して提供するインフォーマル
ケアサービスがフォーマルケアの代替となっているかという問いに対して、ヨーロッパのデー
タを用いて内生性をコントロールした上で実証分析を行っている。その結果、インフォーマル
ケアはホームヘルプサービスに対して代替的な役割を果たすが、身体障がいの程度が上昇する
につれこの代替性は消滅していき、またインフォーマルケアは nursing care に対して、弱い
補完的役割が認められることが示されている
（Bonsang 2009）
。このうち、インフォーマルケ
アがホームヘルプサービスを代替するという関係は、Bolin らの研究においても示されている
（Bolin, Lindgren, and Lundborg 2008）
。日本では、菅が介護保険導入後、同居家族の存在が居
宅サービスの利用を抑制するという結果を示している
（菅 2010）
。
日本において、介護保険は 2000 年に導入されてから 14 年が経過し、利用状況の把握とその
影響の分析が行われてきた。日本の介護保険制度は、その導入の経緯に
「介護の社会化」
があげ
られており（Campbell and Ikegami 2000）
、インフォーマルなケアへの過度な依存からの移行

4
5

自己負担率と受療行動の関係に関する日本の研究のサーベイは井伊・別所（2006）を参照のこと。
また、自己負担率以外に需要関数自体に影響を与える重要な要因として所得、財・サービスの価格、健康状態、
時間が挙げられている（Folland et al., 2008）
。
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を目指している 6。また同時に、
「社会的入院」の是正による医療費の効率化が介護保険制度創立
のねらいのひとつとして挙げられており
（鈴木他 2008）
、これら二つの異なるねらいに対する
政策の評価に関する研究が行われている。
まず、介護の社会化の観点から、個人の介護保険制度の利用状況に関する論文として、菅と
Hanaoka and Norton があげられる。菅は公的介護保険導入前後での個人の介護サービス利用
の変化を、特に家族類型との関係において精査し、介護保険導入前後で家族類型による利用状
況の差が一部なくなっていること、高齢者単身世帯では低所得者層はそれ以外の所得層に比べ
て、居宅介護サービスの利用が多いことを示している
（菅 2010）
。また、Hanaoka and Norton
は、子どもの属性が介護サービス利用とどのように関係しているのかについて分析し、高齢者
の個人属性や子の機会費用により利用サービス状況が異なることを示している
（Hanaoka and
Norton 2008）
。このように、介護保険の利用状況は、高齢者本人と家族の属性により異なるこ
とが分かっている。
次に、介護の担い手への負担の変化に関する論文として、Tamiya があげられる。Tamiya
は介護保険の導入により、家族介護者の労働時間が高所得者層で増加していることを明らかに
している
（Tamiya et al. 2011）
。
保険財政の観点からは、社会的入院と介護サービス利用の関係の論文として、花岡・鈴木
（2007）、菊池
（2010）
があげられる。花岡・鈴木は介護保険導入に伴う介護療養型医療施設の病
床増加が、一部の患者の退院確率を高めていることを示している。菊池は要介護認定を受けた
高齢者をそうでない高齢者と比較して、入院期間が長いこと、また要介護認定者の中でも特別
養護老人ホームから医療機関への入院はその他の認定者に比べて在院期間が短いことを示して
いる。前者は介護保険制度の導入により医療資源の投入が減少したこと、後者は、施設介護以
外の介護サービスにおいては、介護ニーズに対する医療資源の投入が実態としていまだに行わ
れていることを示したものである。
医療資源と介護資源の両方の利用実態に関連する研究として、より広範に医療機関利用と介
護サービス利用を明らかにした、阿波谷
（2004）
、菅原他
（2005）
、鈴木他
（2012）があげられる。
これら先行研究の結果を整理すると、入院と通院では受療と介護サービス利用との関係性が異
なり、入院では代替的な関係が存在するが、通院ではほぼ無関係であることを示唆している。
欧米の先行研究では、ケアの内容と身体障がいの程度によっては、インフォーマルケアが
フォーマルなサービスを代替する可能性を示唆している。日本では、介護保険制度が導入され
て日が浅く、
「介護の社会化」と財政面での負担増への取り組みをほぼ同時並行で行わなければ
ならないという状況が、介護制度のあり方に関する議論をより一層困難なものにしている。将
来的には、介護の社会化という目的を発揮しながら、必要なケアが必要な個人に与えられるよ
うに財政面での維持可能性を保つべく、ケアの内容と障がいの程度に応じて適切かつ適度な介
護サービスが利用できるような制度設計が重要となるだろう。そのためには、社会的入院に代
表される介護に対する医療資源の投入を減らすことと同時に、家族やその他のインフォーマル
な介護者は、在宅でフォーマルケアと医療サービスとの連携を図りながら介護を進めることが
6

「介護の社会化」に関して定義を含む詳細な議論については中野（2011）を参照のこと。また、鈴木他（2008）
で述べられている介護保険制度創立のねらいとの関連としては、1）介護に関して高まる「国民的不安感」
の解消、2）介護に関する過度な家族負担の解消、3）介護の担い手であった女性の就労率増加、の 3 項目
が関係する。
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必要である。報告書第 6 章で述べられている医療・介護の情報のデータベース化による情報
の共有は、介護・医療サービスの効率化と連携に対する解決の一つの方策として考えられる。
データベースの活用により効率性をあげるという目的に対する効果の程度は、現時点で介護・
医療サービスがどのように利用されているかという両者の関係に依存する。次節では、これま
での研究では網羅されていない介護サービスを利用していない
「潜在的な」
介護ニーズと医療資
源投入との関係に関する我々の研究の一部を紹介する。

潜在的介護ニーズと受診行動 7
前節で述べた先行研究をふまえて、本節では潜在的な介護ニーズと受診行動の関係について
の研究を紹介する。2011 年度の国民医療費合計は約 38 兆 5,850 億円
（対 GDP 比：8.15％）
である。
このうち通院にかかる医療費は、医科診療医療費のうち
「入院外」
及び薬局調剤医療費の二項目
が当てはまる。2011 年度におけるこの二項目の合計は国民医療費合計の約 52.0％となってお
り、医療費全体の約半分が通院にかかる医療費となっていることが分かる。井深・庄司
（2013）
では入院に比べて、これまで介護との関係で注目の少なかった通院に関して、
「くらしと健康の
調査」の第一回・第二回調査の個票データを用いて分析を行った。
JSTAR の調査対象地域の 50 歳から 75 歳未満の回答者において、約 5％の回答者が ADL の
定義である日常生活の行動のうち少なくとも一つに困難を感じ、18％の回答者が
「100 メート
ル以上歩く」、
「手すりに頼らず階段を上る」
、を含む
「他の日常動作」
のうち少なくとも一つの項
目に困難を感じていることが明らかとなった。また、回帰分析の結果から、この
「他の日常動
作」の少なくとも一つの項目に困難を感じる個人は、そうでない個人に比べて 1 月当たり 0.55
回多く受診していることが示された。一方で、ADL で定義される日常生活の行動に少なくと
も一つ困難を感じる個人とそうでないものとの間には、受診回数に統計的に有意な差は認めら
れなかった。
入院と異なり、通院という医療機関の利用そのものが介護を代替しているという可能性は極
めて低い。したがって、観察された相関関係の背後には、介護ニーズを代替する目的で受診行
動が行われているよりはむしろ身体機能の低下が傷病などの健康上の問題と直接的に関わって
おり、その傷病の治療のために通院をしているという可能性があるとの解釈が自然であろう。
もしこの仮説が正しいとするならば、身体機能のレベルは介護サービスニーズと関係があるだ
けではなく、同時に受診行動の相違を生み出す可能性を示唆している。介護サービスを利用す
ることで、受診行動にどのような変化を与えるかということは、分析に使用したデータが中年
者と比較的若い高齢者が中心で、介護サービスの利用が限定的であったため明らかにできない
が、将来的に当該データを蓄積することによって、介護サービス利用とそれに伴う受診行動の
変化を捉えることができるであろう。長期的な課題として、身体機能の低下が観察される者に
おける受診行動と介護サービス利用の関係について、さらに詳細な分析が必要である。そのよ
うな分析によって、医療・介護サービスの効率的な利用を促す政策を導くための科学的な根拠
が得られることになるだろう。
あくまでも、現段階での考察にすぎないが、この研究で示された身体機能の低下という
7

本節は基本的に井深・庄司（2013）に依拠している。
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「潜在的な」介護ニーズと受診回数との間の正の相関は、先行研究で報告された
「実際の」介護
ニーズと先行研究における通院との間の無相関とやや異なる結果である
（菅原他 2005、鈴木他
2013）。分析の対象となるデータの種類や分析期間が異なるため、異なる研究間で結果の直接
的な比較には困難が伴うが、仮にこれらの研究の定性的な結果を受け入れるとすれば、介護
サービス利用が身体機能と受診行動との関係に何らかの変化を与えた可能性が示唆できる。こ
れからの研究で在宅での介護サービス利用と医療機関利用の関係性、また個人や家族の属性ご
との関係性の相違を明らかにすることで、介護と医療のそれぞれの役割と実際の利用形態、効
率性を高める連携の方法を議論する根拠となるであろう。

おわりに
日本においては、2000 年 4 月の介護保険法施行により、介護への医療資源投入が一定程度
介護サービス利用へとシフトし、医療費の抑制には一定の効果が見られたものの、医療費と介
護費の合計では上昇しているとの指摘もある
（阿波谷 2004）
。医療費と介護費をあわせた合計
の支出のうち、高齢化との関係では特に介護費の伸びに与える影響が指摘されている。確実
に到来する高齢化社会のもとでは、介護費の伸びを抑制する施策の検討が急務である。米国
では高齢化の進展に伴い、acute と long-term の両方を合わせた care にかかる総費用は寿命の
伸びとともに増加し、その理由として nursing home に対する支出が影響していることが挙げ
られている。また同時に、acute care に対する支出の上昇は寿命の伸びとともに減少する一方
で、long-term care に対する支出の伸びは増加する傾向にあることが指摘されている
（Spillman
and Lubitz 2000）。また、医療費の増大は主に入院に起因し、その額は個人が死亡するまでの
時間と関係があるのに対し、高齢化そのものは long-term care への支出を増加させていると
いう指摘がなされている
（Yang, Norton, and Stearns 2003）
。日本においても、高齢化、医療
費及び介護費の間に米国と同様の関係があるかどうかを明確にするためには、介護費の動向、
介護サービス利用の決定要因、そして介護サービス利用と医療機関利用との関係に関する更な
る研究が不可欠である。
医療・介護それぞれの役割に基づいてより効率的にサービスを利用するということと、可能
な限り健康や厚生に影響を与えることなく、医療費・介護費の増加の幅を限定することを政策
の課題とするために議論すべきこととして、次の三段階が考えられる。1）
医療機関・介護サー
ビスの利用の現状が需要・供給サイドの両方で、どのような要因により決定されているかを明
らかにすること、2）
第一をふまえた上で、
「必要な利用とは何か」
を定義し、医療機関・介護サー
ビス利用に無駄があるかどうかを評価すること、3）
仮に無駄な利用がある場合にはどのような
誘因によりそれを減少させることができるかについて、また仮に無駄な利用がなく効率的に利
用が行われている場合には、現状の制度で維持可能かどうか ――を検証する必要がある。そ
の上で、仮に維持可能でない場合は何を優先させるのか、ということに関して更なる議論を重
ねるということになろう。データに基づいた実証分析は、1）
の医療機関・介護サービス利用の
現状を把握するために必要不可欠なものであり、1）
の問いへの回答が無くしてそこから先の議
論に進むことには不可能であるといってよいだろう。さらに、分析対象や分析の方法によって
は、第二の問いへの解決に役立つこともある。
これまでの日本の経済学に基づく研究は、医療サービス利用の分析に大きな焦点が当たって
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いた。その一つの理由として、介護サービスの利用が本格化したのは介護保険が導入された
2000 年以降のことであり、比較的新しい制度であることがあげられる。ただしこの先、介護
保険と医療保険の財政的な負担を減らす方策を議論するためには、これまでの研究に加えて介
護保険利用者に関する更なる個票データの分析が必要となる。
とりわけ重要になるのは、医療保険と介護保険の利用状況における個人の時系列変化である。
例えば、介護保険制度導入の医療・介護費合計に与えた影響については、財政的な面から政策
的に意図されていた医療保険から介護保険へのシフトではなく、新たに
（医療保険の利用とは
独立に）介護保険を利用し始めた個人が相当規模存在したことにより、結果として医療・介護
費合計が上昇した可能性がある。介護保険導入後の一時点
（より正確には一定期間）
の利用状況
のデータ観測に基づいた分析では、新たに介護保険を利用し始めた個人の規模及びその属性を
明らかにすることは出来ない。したがって、医療及び介護サービスがどのような形で必要とさ
れているのかを明らかにするためには、個人の医療保険と介護保険の利用状況の変化を長期間
にわたり継続的に追跡し、制度変更のタイミングを捉えたインパクトの分析を行うことが必要
となる。今後の医療保険と介護保険の負担軽減のための方策は、特に介護サービスの利用の決
定と、医療機関と介護サービス利用との間の関係に決定的に依存している。入院と介護の代替
性はこれまでの研究で明らかにされてきた部分も多いが、在宅での介護と外来への通院の研究
は始まったばかりである。これから、身体や認知の機能の程度や、個人をとりまく状況により、
介護で代替できる医療サービスに関しては代替的な役割を、また状況に応じて完全な代替では
なく両者が補完的な役割を、うまく発揮できるような制度設計のためにはどうしたらよいかを
考える上で、さらなる実証研究が必要である。
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第4章

オランダの認知症国家戦略

―― 我が国におけるオレンジプランの推進に向けて
堀田聰子（労働政策研究・研修機構）

はじめに
我が国では、高齢化のさらなる進展と高齢者像の変化が予想されるなか、団塊世代が 75 歳
以上となる 2025 年を目途に、住み慣れた地域での尊厳ある生活の継続
（Aging in Place）を支
える地域包括ケアシステムを構築することが喫緊の課題となっている。
とりわけ今後、認知症の人の増加が見込まれ、
「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざ
るを得ない」という考え方を改め、これまでの
「自宅→グループホーム→施設あるいは一般病
院・精神科病院」という不適切な
「ケアの流れ」を変え、むしろ逆の流れとする標準的な認知症
ケアパスを構築することを基本目標として、次の 7 つの視点から認知症施策推進 5 か年計画
（オレンジプラン）
が始められている。
1.

標準的な認知症ケアパスの作成・普及

2.

早期診断・早期対応

3.

地域での生活を支える医療サービスの構築

4.

地域での生活を支える介護サービスの構築

5.

地域での日常生活・家族の支援の強化

6.

若年性認知症施策の強化

7.

医療・介護サービスを担う人材の育成

オ ラ ン ダ は、 地 域 包 括 ケ ア を な す community-based care（ 地 域 を 基 盤 と す る ケ ア ）と
integrated care（統合ケア）という 2 つの独立したコンセプトを統合させて組み込んだシステ
ム構築を試みた数少ない国といわれる。また、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、ケア関連制度の概観、詳細や参考文献は堀田
（2012）
を参照されたい。

ケア提供体制の変遷―認知症国家戦略の背景
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
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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。
＜ 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
職種協働の健康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。
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
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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
（図 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
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Wagner らによる慢性疾患ケアモデル
（出所：Wagner et al. 1999）
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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慢性疾患患者の増加ス
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
（Wagner et
al.1999）。

認知症国家戦略の段階的発展－「コーディネートされた認知症ケア」
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。
認知症国家戦略は、認知症の人のニーズと希望に基づくコーディネートされたケア、認知症
の人と介護者に対する十分なガイダンスと支援の提供を通じた認知症の人とその介護者の生活
の質の改善を目的として、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

34

とケア基準の策定である。
＜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）
と称される。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。
地域レベルでのプロジェクトの指針として 14 の問題領域に対応して推奨される活動がワー
クブックにまとめられ、実際に地域におい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「当事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を形成し、知見共有を重ねて
いる。また、各地域における取組みはウェブサイトでも広く共有されている。
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。
＜認知症統合ケアプログラム＞
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した。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ものである。
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、全国約
95％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。
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＜認知症ケア基準の策定＞
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。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。
＜認知症国家戦略の評価と今後の展望＞
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。

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。
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。
＜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

36

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である。
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。
＜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
トナーとして寄り添い続けることとなる。
＜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。

考察と我が国への示唆
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
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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。
オランダの国家戦略の主たる特徴は、全国共通の課題と解決に向けた方策を示して一律に取
組みを促すのではなく、地域ごとに当事者主体で目標を設定し、多様な関係者の連携を促し、
常に認知症の人と介護者の意見を聴きながらボトムアップで段階的に改善に取り組んできたこ
と、各地域のベストプラクティスを共有して学び合っていることにある。
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十分に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ケースマネジメントとさ
まざまなケア・サポートを含む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
（堀田 2012a）
。
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。

※本稿は月刊誌「統計」2013 年 12 月号所収の同タイトルの原稿を再掲したものである。

参考文献
堀田聰子（2012）「オランダのケア提供体制とケア従事者をめぐる方策―我が国における地域包括ケア提供
体制に充実に向けて」JILPT Discussion Paper Series 12-07.
堀田聰子（2012a）「在宅ケアのルネサンス―Buurtzorg」週間医学界新聞第2986号．
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).
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第5章

医療保険と介護保険の一体化又は連携の
場合の共有すべき情報の内容
磯部文雄（福祉未来研究所）

第1節

後期高齢者医療保険と介護保険の情報の連携で現在実施されていること

1．はじめにこの二つの保険の高齢者に関係する部分の概略を述べる。
医療保険は医療の給付を目的としており、そのうち後期高齢者保険は主として 75 歳以上
の後期高齢者すべてを被保険者として都道府県ごとの広域連合が保険者となっている。
他方、介護保険は介護給付を目的としており、40 歳以上中でも主として 65 歳以上に対
するもので、市町村を保険者としている。
オランダの税金による市町村事業である WMO に当たるものは、日本では大部分社会
保険である介護保険で給付されているが、今後の方向としては、オランダと同じように、
一部を市町村事業に任せる、という方向も示されている。ただし、介護保険の地域支援
事業として市町村が行う場合は、なお、社会保険の枠内といえる可能性があることに注
意を要する。
2．このように、後期高齢者については医療の保険者は市町村の集合体、介護の保険者は
個々の市町村、という関係になっているので、いずれにせよ、医療・介護の連携や利用
者情報の共有については市町村がキープレイヤーである。
なお、高齢者の医療という場合、65 歳から 74 歳までの前期高齢者の多くが市町村を保
険者とする国民健康保険から給付を受ける仕組みになっているが、他の医療保険者が保
険者である場合もあるので、議論の単純化のため、ここでは後期高齢者に絞って議論を
進めていく。
3．また、表題の
「連携」
とは、
① 2 制度全体を通じての効率的な費用の使い方のためのシステム全体としての連携、及び
② 個々の利用者にとって有益な医療と介護をもたらす運用面での連携
の 2 側面があるものと考えられる。
なお、秘密保持という観点からは、被保険者の情報を市町村の保険担当と介護担当の
間で遣り取りしても、基本的に同一主体間の情報の遣り取りとなり法的問題はないと考
えられるが、なお念のため、それが可能であることを明確にした市町村内部規定の整備
も検討に値しよう。
4．3 の①については、国において、国民健康保険のデータベースや多くの病院のデータで
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ある DPC プロジェクトが動き出しているが、これは医療機関からの電子レセプト情報に
基づき、それぞれの保険が持つデータをマクロで分析して、費用縮減に役立てようとす
るものである。
内閣府の資料によれば、現在既に医療保険のレセプトデータを基にして個人の名前を匿
名化し、DPC の手法により医療費データと特定健診データを国レベルで集め、地域ごと
の医療費データや傷病ごとの費用データが整備されている。今後これと同じデータを基
に都道府県単位のデータベースも作成し、また個人単位のデータもわかるようにし、患
者ごとの通院状況を把握し、在宅医療・介護連携等に活用するとしている。この都道府
県単位のデータベースの先進事例として
「福岡県保健医療介護総合データベース」が挙げ
られている i。
国民健康保険中央会では、個人ごとの介護保険給付データを集め、同一人の国保データ
を集め、その二つのデータを検討し、それらの集積により、介護ニーズが減るような治
療法や、健康予防活動に役立てようとしている。
5．3 の②の個々の運用面での連携については、これまでのところ医療保険と介護保険の双
方で、有する情報を相手側に提供した場合の報酬が定められており、次のような連携が
図られている。
（1）医師に対する診療報酬では、既に認められている診療報酬として、診療情報提供料が
あり、次のような連携が図られている。
これは、医師同士の情報提供を定めているから、診療所から入院患者に関する情報を
病院へ提供する場合も認められるが、より重要なのは退院患者に関する病院からの情報
提供である。医療法に規定する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いる。その提供先は複数にわたり、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、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は，患者 1 人につき月 1 回に限り 250
点（2,500 円）
を算定するとされている。
その際提供する情報の内容は、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）
（2）一方介護報酬では、
① 通院が困難な利用者を担当する医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的継
i

2013.5.16 内閣府「社会保障の現状と課題」
2013.8.25accesswww5.cao.go.jp/keizai-shimonn/kaigi/…/sankou_01.pdf

40

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
（例えばハン
ディトイレの置き場所）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 点を介護保険の居
宅療養管理指導費として算定できるものとされる。この際医師が算定するためには、ケ
アマネジャー（介護支援専門員）にサービス担当者会議又は文書で次の情報を提供するこ
とが要件となっている。
・利用者の病状、経過等
・介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
・利用者の日常生活上の留意事項
このように、ケアマネジャーへの情報提供に加え、利用者や家族にも、介護サービスを
利用する上での留意点、介護方法等の情報を提供することとなっている。
② 居宅介護支援事業者が請求できる介護報酬として、次の二つがある。
ア

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て「退院・退所情報提供書」を作成した場合に、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。その様式例を見ると、
次の項目が挙げられている。
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
イ

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、居宅介護支援費に入院時情報連携加
算が付く介護報酬がある。
6．これらの連携の中には、情報提供が義務化されているものといないものがある。例えば
5（1）②の入院元の保険医療機関が介護保険法第 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することや、5（2）②アの居宅介護支援所が
作成する
「退院・退所情報提供書」
への協力は、医療機関に義務付けられていない。
また、その情報提供の様式が決められているものといないものがあり、前述の
「退院・
退所情報提供書」は標準様式が決められているが、5（2）①の居宅療養管理指導費の様式は
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定められていない。

第2節
1

医療介護連携が必要な理由

医療・介護の両方にとって
(1) 医療の効果を維持するなど、適切な医療・介護の実施のため
(2) 体調の異変が病気によるものか否かの判断材料となる
(3) 適切な服薬管理ができる

2

介護にとって
(1) 体調異変が疾病によるものか否かわかる
(2) その結果、救急時の対応方法が適切にできる

以上のように、医療・介護の連携は医療側
（病院、診療所、訪問看護者等）
にとっても、介護
側（介護保険施設、在宅介護事業者等）
にとっても必要であるが、具体的なすべてのケースで連
携を実現するためには、いくつかの点で具体的なルールを必要とすると考えられる。それにつ
いては、第 4 章で具体的な提案をしたい。

第3節

医療職と介護職が必要とするデータ

1．利用者に質の高い生活を送ってもらうために重要なのは、医療、介護に携わる者がどの
ような情報を必要としているか、どのような情報が利用者にとって有益か、である。
2．第 1 節 4 で見たように、内閣府はマクロのシステムとして医師からの電子レセプトから
いくつかの項目を抜き出して、必要情報シート作成をすれば、必要なデータのための新
たな事務は不要としている。しかし、そういう観点から現行の電子レセプトを見てみる
と、傷病名、投薬等の医療行為の種類、医療費だけである。一方、介護給付費の明細書
も、要介護度、サービス内容だけである。これらで、医療、介護に携わる者の情報とし
て必要十分かの検討が必要である。
介護認定申請書は、基本情報と要介護度及び主治医が記されているだけであるが、利用
者の申請に基づき市町村が行った実地調査の結果をまとめた認定調査票には、麻痺等の
部位など ADL の状況について詳しく記されている。また、ケアマネジャーから毎月提出
される給付実態報告書には変動情報が記されている。
3．介護側が提供する情報は、介護認定申請時又は変更時に得られた基本情報とその都度
更新の必要な変動情報に分けられる。基本情報は、利用者名、住所、生年月日等である。
変動情報は、主病名、主症状、服薬状況、食事状況、水分摂取状況、睡眠、排泄、移動、
入浴、口腔及び要介護度である。
4．これらについては、第 1 節 5（2）②アに挙げた居宅介護支援事業者が作成する
「退院・退
所情報提供書」
にはほとんど含まれている。
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一方、内閣府は、共有情報として標準指定する情報として、以下を挙げている。
① 睡眠、排泄、食事、水分
② 主訴、服薬情報
③ 皮膚、身体機能 12 項目
④ 処置内容、予後 ii
このうち、
「退院・退所情報提供書」にない項目は、水分であり、これは現場で必要とす
る声も高いことから、
「退院・退所情報提供書」
に追加すべきであろう。

第4節

今後の【在宅ケアにおける】
医療介護連携に関する提案

1 【連携を始める者を決める必要】
病院・診療所と介護事業者が、既に一部の地域では直接にうまく情報を交換している。
しかし、誰がその情報交換を始めるか、のルールはない。連携がうまくいっているところ
では、誰か熱心に利用者に質の高い生活を送らせようとする医師等が、連携を開始している。
ある自治体は、現在、退院する場合やケアマネジャー（介護支援専門員）がいない場合な
どに場合分けをして、誰に情報を提供するか、のガイドラインを作成している iii。利用者
と触れる現場で誰が責任をもって連携を始めるか、が重要である。
したがって、日本中でこうした連携を進めようとするなら、後期高齢者保険と介護保険
において誰が連携を開始しなければならないか、を決めておくことが重要である。
2 【連携を始める者として誰が適当か。誰がサービス担当者会議に参加しなければならないか】
介護との連携が課題であるから、対象高齢者は必ず介護保険の認定を受けているわけで
あり、またどの在宅のケースでも長期的には医療を必要とするはずであるから、現在は法
的には任意であるケアマネジャーを必ず選任させ、医療と介護の連携を図る体制を取るべ
きである。すなわち、ケアマネジャーがいない
（つまり介護プランを利用者自身が作成し
ている）場合には、在宅医療を受ける者にはケアマネジャーを選任する義務を負わせるし
かないであろう。
そして、連携を始める義務を負わせる者はケアマネジャーとし、それに協力する者だけ
を在宅療養支援診療所や訪問介護事業者として指定できる、こととするべきと考えられる。
現在でも診療報酬上、5 で述べた診療情報提供料の要件のひとつとして居宅介護支援事業
者への情報提供も入っており、さらに居宅介護支援事業者が退院退所加算の算定もできる
ことになっている。
また、在宅時医学総合管理料を取っている医師、在宅療養支援診療所の医師、要介護者
を入院で受け入れる病院、訪問介護事業所、訪問看護ステーション等はサービス担当者会
議に参加する
（文書又は ICT による参加も可とする）義務を負わせて、情報の連携を図るべ
きである。
現行制度では、居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画を新規に作成した場合、要介
ii

厚生労働省「医療と介護の連携のための情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究」平成 25 年 7
月 29 日、担当者会議資料 6
iii
東京都中央区介護保険課（2011 年 7 月）「在宅療養支援（要介護高齢者）の手引き」
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護認定を受けている者が更新認定を受けた場合又は状態区分の変更認定を受けた場合には、
居宅サービスの担当者から成るサービス担当者会議を開催しなければならないとされてい
るが、一般の医師は居宅サービスの担当者からはずされていてサービス担当者会議に参加
義務のない点が改善を要する点である。
したがって、居宅療養管理指導費は廃止して情報提供料に改編し、在宅療養支援診療所
でないが在宅時医学総合管理料を取っている医師にも参加
（文書を含む）の義務を負わせた
上、居宅療養管理指導費に相当する情報提供料として上乗せすべきであろう。
3 【誰が情報を提供するか】
望ましいのは、医療情報を一番保有している医師や介護保険施設からケアマネジャーに
情報を提供することである。しかし、これは第 1 節 6 の診療情報提供等の義務を医師や介
護保険施設に新たに義務づけることになる。しかし、新たな義務付には政治的に困難な問
題も含むので、取敢えず次の方法で実施すべきであろう。
すなわち、後期高齢者医療保険や介護保険では、レセプトが保険者である広域連合や市
町村に支払いのために行くことになっているので、それぞれの保険者に相手側
（医療であ
れば介護へ、介護であれば医療へ）への情報提供義務を課し、保険者の構成者である市町
村から情報技術によってケアマネジャーに情報を出すようにするべきである。現在のレセ
プトの内容で医療と介護の連携の観点から必要十分か否かを検証し、場合によってはそれ
に適切なようにレセプト様式を変更する必要があろう。後期高齢者医療の保険者である広
域連合は、市町村の集合体であるから、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・医療機関に連携のための情報提供を行うことができるよう、
念のための法改正行うことも検討を要しよう。
なお、現在の市町村の人的体制が不十分で情報提供を実施するのが難しい場合は、国民
健康保険と介護保険の審査支払いを行う各都道府県の国保連にそれを委託できることとす
るのも、検討に値しよう。
4 【どのようにして連携するか】
提供すべき情報の収集には、二つの方法が考えられる。
一つは、医師からのレセプト情報、介護事業所からの請求情報から、現在自動的に行わ
れている DPC ロジックを使って必要な情報を収集する方法である。
これは、レセプトに十分なデータが含まれていれば、比較的簡単に入手できる。そのた
めにはレセプト情報の転換技術とともに、第 3 節 2 で述べたように必要とされる利用者に
係る情報が記入されるように、レセプトの様式の変更が必要になろう。
二つは、第 1 節 5（1）に挙げた医師による診療情報提供等の拡充による方法である。そ
のためには、現在その実施は義務とされていないので、まず義務化する必要があろう。
また、第 6 章で詳述する医療サービスと介護サービスの連携に有効に機能する個人 IC
カードを導入することも提案したい。
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5 【連携者の義務】
医師の中には、営利企業を含む介護事業者に対して、患者の個人情報を開示するのに心
配を感じている者もいる。そこで、こうした個人情報を渡されたケアマネジャーの守秘義
務と違反の場合の罰則を法律上明確にすることが必要であろう。
また、東京財団によれば、医療と介護の気質の違いがあるが、それにしても介護側が
もっと医療の勉強をすべき、ケアマネは事業者の代理人でなく利用者の代理人になるべき、
との趣旨の提言 iv の実行も極めて重要であろう。

iv

東京財団「医療・介護制度改革の基本的な考え方」2012 年 10 月
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第6章

医療・介護の情報共有のための一考察
―― フランス“Carte Vitale カード ”を参考に

庄司啓史（衆議院憲法審査会事務局）

はじめに
我が国財政のひっ迫した状況に関して、その多くの部分が社会保障財政に起因することにつ
いては論を俟たない。本稿では、社会保障のうち医療及び介護に着目し、その両者において
「情報」を活用することで効率化を図り、財政に貢献することを検討する。具体的には、医療情
報と介護情報を連携させるために必要な情報を制度的にデータベース化し、医療・介護サービ
ス供給をその情報を使用して外部チェックをするためのスキームを確立することで、医療・介
護サービスを供給側から効率化することを目指す。我が国では、欧米と比較して医療・介護に
関するデータが不足しており、科学的な検証が不足したまま政策立案・施行され、市場主義に
おけるチェック機能が不足している状況となっている。そのような状況を打開するために、フ
ランスで導入されている Carte Vitale カードを参考にし、医療・介護カード
（仮称）
を普及させ
ることを提案したい。本稿の提案がより機能するための前提となる仮定は、入院・外来を問わ
ず、医療サービスと介護サービスとの間に補完関係あるいは代替関係といった何らかの相関関
係が存在することである。さらに言えば、どの程度の補完関係あるいは代替関係が存在するの
かが重要である。これについては、鈴木ほか
（2013）
、菊池
（2010）
、花岡・鈴木
（2007）
、菅原ほ
か（2005）などの先行研究がある。これらの先行研究を整理すると、医療サービス
（入院）
と介護
サービスとの間には代替関係が、医療サービス
（外来）
と介護サービスとの間には無相関あるい
は、弱い正の相関関係が存在するといえる。外来については、医療サービスと介護サービスの
関係が曖昧であるが、2011 年度の医科診療医療費のうち 51.7％を占める入院と介護サービス
との間には、代替関係が存在するという事実があり、ある程度の前提は満たされていると思わ
れる。なお仮に、両者の間に相関関係がないとしても、本稿のスキームでは①医療サービス及
び介護サービスそれぞれが独立に、サービスの需要・供給側双方において効率化すること、②
医療サービス（外来）
及び介護サービスを同時に利用している限りにおいて医療・介護のシーム
レスな連携を可能とすること――によって、その総量を低減させることが可能であることを付
言しておきたい。
本稿では、医療サービスと介護サービスの間に何らかの相関関係が存在するという前提に立
てば、以下のような 2 方向からのチェックにより、医療・介護サービスの効率化を図ることを
目指す。第一に、医療サービス及び介護サービスの過剰供給
（またはサービス利用者の情報の

本稿の作成に当たり、
府川哲夫氏（福祉未来研究所代表、武蔵野大学教授）から貴重なコメントをいただいた。
ここに記し感謝したい。なお、本稿における誤りは全て筆者の責任である。また、本稿で述べられている意
見は個人の見解であり、衆議院憲法審査会事務局としての見解を示すものではない。
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非対称性による過剰需要）を定量的な面から判断する。第二に、医学的側面からみて、個々の
医療サービス供給あるいは介護サービス供給の内容が適切であるかどうかを定量的・定性的に
チェックし、サービスの過剰供給
（または同需要）
を判断する。なお、第一の手順は全国的な平
均値からの乖離により判断し、第二の手順は、より個別具体的な情報を使用してチェックされ
ることを想定している。このチェックの一つのポイントは、ステークホルダーではない組織外
の有識者が客観的に外部からチェックすることを基本としている。その他にも、医療サービス
と介護サービス供給者間におけるシームレスな連携によって、効率化が図られるという効果も
期待していることを付言しておきたい。その場合においても、当該外部チェックがシームレス
な連携を促進する効果を有していると考えられる。以下、本稿で提案するスキームを具体的に
述べていきたい。I 節では医療・介護の情報の共有に必要なスキームの解説、II 節では I 節で
説明したスキームを上手く機能させるための各行動主体に対するインセンティブ付け、III 節
では公共マーケティングの視点からみた制度普及のために必要な条件を述べる。

I
ⅰ

医療・介護の情報共有に必要なスキーム
スキームの具体像とメリット

本稿では、フランスで導入されている Carte Vitale カードを参考にして、医療・介護カード
を日本にも導入することによって、個人の属性データを整備し、その情報のうち必要な部分
を医療サービス供給者、介護サービス供給者、保険者、国・地方自治体が使用することによ
り、科学的な根拠に基づく効率化を図ることを提案する。なお、個人の属性データの取扱いに
ついては、不正利用等がないように最大限の配慮策を講ずる必要があることは、言うまでもな
い。しかし、この個人の属性データを有効に利用することで、医療・介護サービス供給の効率
性、有効性についてのエビデンスが得られ、外部チェックによる医療・介護サービス供給の効
率性チェックや、さらには政府の政策判断にも活用することが期待できるようになる。従来か
ら、日本では欧米と比較して個人属性のパネルデータの利用可能性が低く、科学的根拠に乏し
いという点が指摘されているが、その点が解消可能となり、実体に合った政策判断が可能とな
ることも期待できる 1。
本稿で提案する医療・介護情報の共有ツールのイメージは、図 1 のとおりである。このス
キームにより、医療・介護サービス供給におけるシームレスな連携及び医療・介護サービスの
需要・供給を効率化することで、その総量を低減させることを試みる。本稿では Two-Part モ
デルの考え方、すなわち、需用者
（被保険者）
と供給者
（医療・介護サービス提供者）
間の情報の
非対称性に起因した Principal-Agent 関係を重視して考える。
まず、サービス需要側の First-Part（患者が受診を決定する段階）においては、情報の非対
1

アカデミックな分野では、データを使用する際に個人を特定する必要は必ずしもなく、ある属性の分類番
号があれば、分析には十分となり得る。例えば、居住市町村には適当な番号を振って分類分けを行えばそ
れで足り得る場合がある。ただしその場合、データベースの情報に別の情報を加えようとすることは不可
能となる。例えば、データベースには存在しない、居住市町村人口を分析に使用することは、居住市町村
名が明らかでないと困難となる。その場合においても、パネルデータ分析では固定効果分析、Pooled OLS
でもダミー変数を使用することで、ある程度の対応は可能となる。プライバシー保護と情報の利用可能性
とのバランスは議論が必要となる。また、米国のように不正利用に対して厳しい罰則を設けることで抑止
効果を期待するという方法も検討に値するだろう。
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図1 Carte Vitale導入のイメージ（出所）筆者作成

称性による過剰需要が重要な問題となる。先行研究においても医療市場における情報の非対称
性の存在についてはコンセンサスが得られているといってよいだろう。一方、介護市場におい
ても、鈴木（2002）
では営利業者と非営利業者の利用選択において情報の非対称性が存在する可
能性を示唆しているほか、赤木ほか
（2008）
でも需用者側の一定割合にサービスの質を識別する
ことが困難である者が存在する可能性を示唆している。
これらの指摘は、介護サービスにおいてもサービスの質に関して、一定の情報の非対称性が
存在を示唆している。また、駒村
（1999）
においては、介護サービスの財特性について、①介護
サービスの家族生産の可能性、②利用して初めて品質がわかる経験財の面を有する、③介護
サービス需要者の判断機能の問題――等を挙げている。①は介護サービス、特に居宅介護にお
いては、専門性の極めて高い医療サービスと比較して、相対的に情報の非対称性の問題が小さ
いとの指摘につながり得る。その一方で、②及び③については介護サービス市場が不完全情報
市場であるとの指摘につながり得る。そこで本稿では、特に医療という専門性が非常に高い分
野に加えて、介護分野においてもある一定程度の情報の非対称性問題は存在すると考える。そ
の際、医療・介護サービスを問わず、需要側に完全情報を認識させることは現実的ではないと
考え、情報を利用した外部チェックによって供給側の効率化に資源を集中させることで、供給
側から情報の非対称性問題を解消するアプローチを採る。しかしながら、完全に供給側に情報
の非対称性の解消について依拠するという訳ではない。需要側の意思決定段階
（First-Part）に
おいても、サービス利用の際に、医療・介護サービス供給側で明確に過剰サービス利用と判断
できる場合においては、自己負担に関するペナルティを課す 2 ことで、情報の非対称性による
過剰な需要の抑制を図る。このペナルティは、本来であれば必要ではないサービス利用に対し
て課されるものであるから、公平性の観点からも問題ないと思われる。需要の価格弾力性が存
在する場合においては 3、このペナルティにより需要を抑制する効果が期待できる。したがっ
2

サービス利用時に医療・介護サービス供給者から、次回以降のペナルティ付加について宣言することを想
定している。このペナルティ付加の実績については、後述する事後的な有識者による外部チェックにより
その適切性が評価され報酬体系に反映される。
3
明らかな過剰需要と判断される場合であることから、価格の需要弾力性は非常に高いと思われる。
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て、ペナルティの判断においては、当該サービス需要においてどの程度の価格弾力性が存在す
るかどうかの検証が非常に重要となる。
次に、サービス供給側の Second-Part（医療・介護サービス供給者がどのようなサービスを
提供するのかを決定する段階）においては、①医療・介護サービス供給者間でサービス需要者
における過去の医療・介護サービス利用状況、生活状況・状態情報等を共有し相互に参照可能
とすることで効率的なサービスを提供、②有識者が国・地方自治体及び保険者が保有するデー
タを用いて医療・介護サービス供給の適切性を事後的に外部チェック――することで、医療・
介護サービス供給の効率化を図る。ここでのポイントは医療・介護サービス供給者間での情報
共有と医療・介護サービス供給者に対する外部チェックである。それによる医療・介護サービ
スの需要側・供給側双方のメリットを図 2 に示す。
現在の医療・介護サービスの現場の効率化のためには、医療入院サービスにおける介護サー
ビスとの代替関係において、あるいは将来のケアプラン策定の際においても医療・介護サービ
ス供給者間でのシームレスな連携が欠かせない。本稿で提案するスキームは、2000 年の介護
保険導入のきっかけとなった、社会的入院の長期ケアへのシフトをさらに促進させるためにも
機能することが期待される。①の医療・介護サービス供給者間の情報共有においては、客観的
事実を医療・介護サービス供給者間で共有することによって、最も効率的なサービス供給を行
う際の根拠情報となり得るとともに、確認等による時間のロスを回避することで機会コスト
を低下させる効果が期待される。裏返しでみれば、この効果は需用者側にとっても、Benefit/
Cost の向上や機会コストの低下に直結する。一方、②の外部チェックにおいては、事後的に
医療・介護サービス供給者に対して国・地方自治体または、保険者からの依頼を受けた有識者
が外部チェックを行うことで、供給側から情報の非対称性の解消を狙ったものである。言い換
えれば、国・地方自治体または、保険者における需要者の代理人としての機能を強化するため
のものである。それと同時に、①の医療・介護サービス供給者間の情報共有による効率化を担
保させるための機能を有しているともいえる。
以上のように、
「情報」を有効に活用することで、情報の非対称問題及び非効率性による過剰

図2

医療・介護サービスの需要側・供給側のメリット（出所）筆者作成
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なサービス需要・供給を抑制することが期待される。特に従来の仕組みと異なる点は、国・地
方自治体や保険者が保有する情報を外部有識者が用いることで、医療・介護サービス供給者が
被保険者に対して行ったサービス内容を外部からチェックすることである。この外部チェック
において本稿では、2 方向からのチェックを想定している。国・地方自治体側からは、医療サー
ビス及び介護サービスの過剰供給
（またはサービス利用者の情報の非対称性による過剰需要）
を
定量的な面から判断する。これは、全国的な平均値からの乖離により判断することを目的とし
ており、ユニバーサルな観点からのチェックとなる。一方、保険者側からは、医学的側面から
みて、個々の医療サービス供給あるいは介護サービス供給の内容が適切であるかどうかを定量
的・定性的にチェックし、サービスの過剰供給
（または同需要）
を判断することを目的としてい
る。これは、地域の特性やサービスの質も含めたより個別具体的なチェックが行われることを
想定している。以上のような 2 方向からのチェックにより、マクロ面、ミクロ面双方における
エビデンスに基づくチェックが可能となる。この外部チェック機能は、コーポレートガバナン
スにおいて議論されることの多い、社外取締役の役割と共通する部分が多い。また、我が国で
議論が進んでいる医療・介護 REIT については、ある程度の市場チェック機能が付帯すること
になるが、医療・介護サービス供給主体の収益率が大きな判断基準となるため、サービス需要
者の視点（供給側から見るとコスト増）
が欠落する可能性が否定できない。したがって、公共財
の性格が強い医療・介護サービスの外部チェック機能としては不十分と言わざるを得ない。
ⅱ

共有される情報
（Carte Vitale カードの情報）

本稿で提案する医療・介護カードは、カード本体に多くの情報を保有する訳ではなく、情報
管理サーバーへのアクセスキーの役割を果たし、個人情報自体は国・地方自治体が厳格に管
理することを想定している 4。さらに将来的には、セキュリティ問題を解決することによって、
住民基本台帳ネットワークシステム、社会保障・税番号制度システム等との連携によって、よ
り豊富なデータに基づくエビデンス取得を期待したい。
フランスの Carte Vitale カードの情報について、Marie-Anne Brieu（2014）によると、状況
の変化（妊娠、出産、長期疾患（ADL）、個人識別コード番号、氏名、出生、住所、医療保険利
用情報、医師情報、健康保険制度、慢性疾病名、職業病名などが挙げられている。これらの情
報は、医療・介護カードにおいても必要となるだろう。さらに本稿では、医療・介護のシーム
レスな連携及び外部チェックのためのエビデンス取得を目的としているため、そのために必要
な情報について先行研究を参考しながら提案したい。
第一に、医療・介護サービス間のシームレスな連携のために必要な情報について述べたい。
井深・庄司（2013）
では、日常動作の困難性を潜在的介護ニーズと定義し、潜在的介護ニーズと
受診回数との間の正の相関関係を発見している。このことは、将来の介護サービス需要と現在
の受診行動に補完関係が存在する可能性を示唆するものである。また、井深・庄司
（2013）
が述
べるように、先行研究の結果を前提とするならば、介護サービスの利用が、身体機能と受診行
動との間の補完関係を変化させる可能性を示唆するものである。この結果からは、①現時点
における日常動作の困難性等の身体機能について、医療・介護サービス提供者間での情報共
4

情報の取り扱いにおいて高度なセキュリティ管理が求められることは言うまでもない。しかしながら、情
報セキュリティ分野の議論は、本稿の主眼とは異なるため、他の先行研究に譲りたい
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有、②身体機能の低下が観察される者の医療サービス利用と介護サービス利用の関係の精緻な
分析――が必要であることが導かれる。さらに、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
（2011）では、在宅医療・介護のシームレスな連携のために必要な情報について整理を行ってい
る。その詳細は当該資料を参考されたいが、①在宅移行時の初期情報
（入退院・入退所・ケア
プラン作成時の患者の初期状態及び基本情報）
、②在宅医療・介護サービス中の状況・状態情
報（在宅医療・介護サービス開始後に状況・状態が変化する情報）――の 2 つに分類して整理
している。①については、
（i）基本情報、
（ii）生活情報・状態情報、
（iii）身体状況・状態情報、
（iv）
診療・治療記録、
（v）
サービス提供者関連情報――を、②については、
（i）
生活状況・状態情報、
（ii）
診療・治療記録、
（iii）
身体状況・状態情報――について情報共有が必要としている 5。
第二に疾病リスクの観点から予防行動に関して必要な情報について述べたい。その前に、そ
もそも予防行動と疾病リスクとの間には関係があって情報を管理する価値は存在するのであろ
うか。澤野・大竹
（2004）
では、予防政策の費用便益分析をサーベイし、医療費に与える影響の
みならず、費用対効果が十分にある政策であると結論付けている。しかし、予防行動が医療
サービスに影響を与えるかどうかの因果関係を有するかどうかについては慎重な判断が必要に
なるとしている。しかしながら山田
（2002）では、Instrumental Variables Method（IV 法：操
作変数法）を用いることでその因果関係を検証している。その結果、健康診断の受診が入院確
率を低下させ、平均入院期間を短期化させるとの結論を得ている。以上のことから、医療・介
護サービスの需要・供給総量の抑制という観点からは、予防行動も重要であると考えられる。
以下では、先行実証研究の結果から、情報共有に必要な項目を検討したい。井伊・大日
（2002）
では、①医療予防の視点から、年齢、学歴、家計所得及び金融資産が高いほど一次予防行動を
とる傾向が、保険者の種類や勤務企業属性が二次予防行動に影響を与えること 6、②介護予防
の視点から、より高い要介護認定を受けるために予防行動自体を抑制する可能性が示唆されて
いる。これは、介護需要は所得弾力性が高く、家族介護、施設介護、医療施設介護が豊富な代
替財として存在することから、要介護状態によるサービス利用を設定する現行制度下において
は、事前的モラルハザードが発生する可能性が示唆されること――を指摘している。ここから
は、年齢、学歴、所得及び金融資産、勤務企業属性、要介護認定レベル、介護可能な家族の
存在などの家族構成、介護施設までの距離
（機会コスト）などが必要な情報として導き出され
る。健康診断受診行動については、Kenkel（1994）は年齢及び学歴が、山田・山田
（2000）及び
山田（2002）
は健康診断受診コストが重要な決定要因となる可能性を示唆している。渡辺・大日
（2003）、渡辺
（2003）
は、年齢、収入、学歴、医療保険の種類が、がん検診受診の決定要因とな
ることの可能性を示唆している。ここからは、年齢、学歴、保険者の実施する健康診断受診コ
スト、収入、医療保険の種類が必要な情報として導き出される。
その他共有されるべき情報としては、レセプトデータやサービスの質を評価するための
情報であろう。急性期入院医療を対象とした、診断群別包括支払方式
（DRG/PPS:Dia-gnosis
Related Groups/Prospective Payment System）には、医療費削減効果も期待されるが、同時
5

基本情報：氏名、身長、家族情報等。生活状況・状態情報：ADL 状態のアセスメント情報等。身体状況・
状態情報：バイタルデータ、検査結果、喫煙・飲酒歴、認知症の状況等。診療・治療記録：病名・経過、本人・
家族の訴え等。サービス提供者関連情報：サービス訪問スケジュール等。
6
一次予防：発症確率を低下させる予防行動、二次予防：発症確率は低下させないが生存確率を上昇させる
可能性を予防行動。
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に質の低下を防止するためのチェック機能が重要となる。一方、従来からの出来高払い方式
（FFS : Fee For Service）
においては、鈴木
（2005）
の実証分析において指摘するように、医師誘
発需要が存在する可能性があるため、質の評価に加えて過剰供給をチェックするための情報が
必要となる。

II

各行動主体へのインセンティブ付け

I 節で述べたスキームは、各行動主体に対する経済学的なインセンティブ付けを組み入れる
ことで、自立的に当該スキームに参加して機能することになる。本節では、そのインセンティ
ブ付けについて説明する。まず、本稿では経済的なインセンティブ付けの原資を制度の効率化
による医療・介護サービス総量抑制に求め、その原資を各行動主体
（被保険者、保険者、サー
ビス提供者、国・地方自治体）4 者でシェアすることを基本とする。そのイメージを図 3 に示す。
医療・介護サービス総量の抑制で発生した原資は、①被保険者に対しては自己負担及び保険
料負担のディスカウント、②保険者に対しては保険支払いの効率化の担保
（無駄な支出の削減）
、
③国・地方公共団体に対しては公費負担の低下
（納税者からみた税負担の低下）
、④サービス提
供者に対しては報酬単価への上乗せ――に分配される。
①の需要側の自己負担及び保険料のディスカウントについては、最も認識しやすいインセン
ティブとして作用する。ただ、そのディスカウント率については、価格の需要弾力性の存在
から慎重に判断する必要がある。井伊・別所
（2006）は、先行実証分析に関するサーベイを行
い、需要の価格弾力性は総じて非常に小さい値であり、自己負担が医療サービス需要に与える
影響はそれほど大きくないと結論付けている。一方で、個別の軽医療では比較的高い価格弾力
性が検出されることから疾病別の自己負担率を設けることについても主張している。したがっ
て、公平性の観点からも価格弾力性の低い疾病については自己負担のディスカウントで、価格

図3
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総量抑制によるインセンティブ付けのイメージ（出所）筆者作成

弾力性が相対的に高い疾病については保険料負担のディスカウントでそれぞれ調整するように
制度設計を行う必要があろう 7。さらに、外部チェックのための情報という意味では、最新か
つ、より多くの情報を利用することが最も望ましい。よって、①状況の変化の申告を義務付け
る（状況変化の更新の申告がない場合は、自己負担及び保険料のディスカウントが受けられな
、②提供情報の程度によって自己負担のディスカウント率を変更する――といった選択肢
い 8）
を利用者に付与することも検討に値するだろう。また、③の納税者負担低下についても究極的
には、需用者側のインセンティブにつながるため、この認識を徹底させることも後述する公共
マーケティングの観点からは重要である。②の保険者に対するインセンティブについては、外
部チェック、情報管理のための新規コストと機会コストとのバランスさえクリアできれば、問
題ないと思われる。最後に、④のサービス供給側については、医療・介護サービス総量自体は
抑制されるため、産業としての粗所得自体は抑制されることとなる。しかし、報酬単価の上乗
せにより、労働投入一単位当たりの所得をアップさせること及び国の供給規制を同時に行うこ
とで、本スキームは機能することとなるだろう。特に、先述したような予防医療・介護予防に
対する上乗せは手厚くすることも一案であろう。さらには、医療・介護サービス供給者間のシー
ムレスな連携が可能となり、機会コストの低下による収益改善もインセンティブとなり得る。
次に、スキームが機能した場合の各行動主体における効果を表 1 に示す。被保険者において
は、外部チェックを活用した保険者及び国・地方自治体の代理人機能の強化により、情報の
非対称性の解消が期待される。これにより、情報の非対称性に起因した過剰需要が抑制され
る。またこれは、利用のための機会コストの低下にも直結する。国・地方自治体及び保険者に
おいては、財政の硬直化の緩和の効果が期待される。最後に、サービス提供者においては、医
療・介護サービス供給者間におけるシームレスな連携が可能となり、機会コストが低下し収益
改善につながること、労働投入一単位当たりの所得が上昇する
（≒労働生産性の向上）
ことが期
表1

各行動主体に対するインセンティブ付けとその期待される効果（出所）筆者作成
行動主体

インセンティブ

効果

被保険者

・サービス利用自己負担額のディスカウント ・外部チェックを通じた情報の非対称性の
（過剰利用に対してはペナルティも）
解消（供給側から過剰需要を抑制）
・医療・介護保険料負担の低下（抑制）
・サービス利用のための機会コストの低減

国（納税者）

・税負担の低下（抑制）

保険者

・医療・介護サービス支出の効率化（医療費・
介護費総額の抑制）
・医療保険・介護保険財政の健全化
・外部チェックによる医療・介護サービス供
給の透明化

・財政の硬直化の緩和

・医療・介護サービス提供者間のシームレス
医療・介護サービス ・適切な供給に対しては、診療・介護報酬
な連携
提供者
単価の UP（特に予防への重点配分）
・供給総量を抑制（過剰供給の解消）
・供給者一人当たりの単価が UP

7
8

なお、保険料と自己負担では、自己負担の方がインセンティブとして強く作用すると考えられる。
Marie-Anne Brieu（2014）では、フランスにおいても毎年の情報の更新がディスカウントを受けるための
条件としている。
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待される。ここで、重要な点を一つ述べておきたい。医療・介護サービスの連携において、医
療サービスが自らの報酬を上げるために介護サービスに進出することは、防止されなければな
らない。したがって、医療・介護サービスの連携は深めて行きながらも、科学的な根拠に基づ
き、医療・介護サービス役割分担はより明確にしていく必要があるということである。そのた
めには、役割に応じた供給者を明確に定義し、役割に見合った報酬を定めていくといった、国
の供給規制によるコントロールも同時に行っていく必要があるだろう。

III

制度普及のための条件

李・渡辺（2013）
は、数理モデルを構築することにより、人々が他人の行動を参照して自らの
行動を決定する状況下においては、導入する政策スキームの普及率が、人々の制度開始当初の
参加率によって非連続的に変化しうる可能性を示唆している。これにより、政策スキーム導入
当初の普及率が、そのクリティカル・マス 9 水準に達するかどうかが、政策の成否の決定的要
因になると結論付けている。この公共マーケティングの概念は、本稿で述べる、医療・介護
カードスキームの成否にとっても重要な示唆を有する。彼らのモデルでは、他の人々が新制度
に参加するかどうかに関係なく得られる効用
（Pi）と自分が新制度に参加しないことによるデメ
リット回避により得られる効用
（Si）からなる個人の効用、移行コスト
（Cp）10 及び伝統的社会規
範（Cs）11 からなる参加に伴うコストを考慮したモデルを構築している。このモデルに本稿で
提案する医療・介護カードを簡単に当てはめれば 12、Pi はサービス利用自己負担及び保険料の
ディスカウント、Cp は現行制度との差異に対する慣れ、Cs は情報が国・地方自治体の管理下
に置かれること及び個人情報流出を危惧する社会的な嫌悪感が挙げられる。また、Si は制度
の普及率と Pi の積で決定されると定義されていることから、地域のコミュニティによる伝聞
やマスコミを通じた広報といった情報の伝達とその認識が当てはまる。Cs のうち前者は昨今
法律が成立した社会保障・税番号制度の導入時において、後者は Marie-Anne Brieu（2014）で
も指摘されているようにフランス Carte Vitale カードでも問題になったことは注意しなければ
ならない。政治的には、Cs のコントロールに最もパワーが必要となるだろう。しかしながら、
少なくとも後者においては、フランスにおいてもそうであったように技術的・制度的に解決さ
れ得ると考えられ、また、前者においても国・地方自治体の丁寧な説明や政府の信頼が Cs を
低下させる要因となるだろう。ここまでは、李・渡辺
（2013）
モデルを医療・介護サービスの需
用者側の視点から見て議論をしてきた。しかし、本稿で提案するスキームにおいては、当然に
保険者及び医療・介護サービス供給者が行動主体として存在している。よって、それらの行動
主体においても Pi, Si, Cp, Cs の構成要素を考慮する必要がある。しかしながら、保険者及び医
療・介護サービス提供者は、保険者においては公費負担、医療・介護サービス供給者においては、

9

Roger (1962) 1st Edition で提唱された概念。イノベーション技術の普及が自立的に拡散していく臨界点（普
及率水準）
。転じて、マーケティング分野では、クリティカル・マスに到達すると財・サービスの普及率の
伸びが急上昇するといわれている。
10
例えば、医療・介護カードの発行費用、その利用環境整備のための個人負担、使用に慣れるための機会費
用など。
11
社会全体としての抵抗感の大きさ、社会の保守的な性向の度合いなど。
12
実際には、さらに複数の要素が複雑に存在するが、ここでは割愛し単純化する。
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国家資格を通じた総量規制及び報酬体系を通じて現行制度においてある程度の国の管理下にあ
るといえる。その意味で、Pi, Si, Cp, Cs のコントロールは、需用者側よりも容易であると思わ
れる。したがって、保険者及び医療・介護サービス提供者に対する被保険者の不安解消による、
需用者の Cp 及び Cs といったコスト減が最重要課題であることを強調しておきたい。そのた
めには、事前の広報活動、利便性
（Pi）向上を認識してもらうための明確化などが、制度導入の
成功の可否を決める重要な要素となる。

おわりに
本稿で提案するスキームは、医療・介護サービスに関する情報を利用した外部チェックによ
り、医療・介護サービスの供給者側を通じて効率化を狙ったものである。本稿の発想の根本に
ある問題意識は、我が国において、医療・介護サービスに関するエビデンスが不足しているこ
とに起因して、市場機能が働いていないということである。逆にいえば、医療・介護サービス
供給、さらには医療・介護保険財政には、まだ改善の余地が残されているということである。
医療サービスと介護サービスとの間には、一体どのような関係があるのか、また、どのように
整理するのがより効率的なのかということを科学的に検証し、その検証結果を代理人機能に付
与しようということである。しかし実際は、両者の関係は複雑で単純化するには、困難が伴う。
しかしながら、それは現状のように定性論による政策判断に終わらせてよいという理由にはな
らない。確かに、オランダの AWBZ が岐路に立たされるなか、本稿で提案するスキームが機
能するかどうか疑問を感じるかもしれない。ただ、仮に本稿のスキームが上手く機能しないと
しても、情報の非対称性解消による市場機能の強化という大枠によるものではなく、その理由
はもっと詳細部分の不具合であろう。よって、本稿の今後の課題は、詳細部分を精緻化するこ
とである。ただ一ついえることは、現状において医療サービス供給者と介護サービス供給者の
間では、情報の欠落による非効率が発生していることは紛れもない事実であり、少なくともそ
の部分の効率化は、本稿の提案するスキームで解消することが期待できよう。
最後に重要な点を述べておきたい。本稿で提案するスキームにおいては、情報の共有に加え
て、医療サービスが介護サービスに進出し、報酬を得ようとすることを防止する枠組みが必要
となる。この枠組み整理のためのエビデンスを得るために情報は必要となるが、同時に国の供
給規制によるコントロールが必要となるだろう。また、公共マーケティングの観点からは、制
度が機能するためには、制度導入当初の普及率が重要であり、より高い当初普及率が欠かせな
い条件となる。制度が絵に描いた餅とならないためには、特に国民
（需要者）
に制度参入のため
のメリットを十分に認識してもらうことが最も重要となるだろう。本稿で提案するスキームが、
医療・介護サービスの効率化、財政問題解決のためのわずかながらの助力となれば幸いである。
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第7章

日本とオランダの医療費・高齢者介護費の
将来推計
府川哲夫（福祉未来研究所）

1．はじめに
年齢の上昇とともに医療サービスと介護サービスを同時に必要とする者が増えていくのは必
然であるが、医療費の増加パターンと介護費の増加パターンは同様ではない。医療サービスと
介護サービスの提供体制に関しては、ドイツや日本のように両者に別の制度を用意するアプ
ローチもあれば、オランダのように短期医療
（ZVW）と長期医療＆介護で切り分けるアプロー
チもある。日本の医療・介護費
（対 GDP 比）は先進諸国の中でも低いが、オランダの医療費は
高い方で、介護費は先進国の中で最も高く、日本とオランダは対照的である。オランダの長期
医療・介護の制度である特別医療費保険 (AWBZ) は、その費用増加に対処するため近年大き
な改革が進行中である。
介護費（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”のこれまでの動向を比較すると、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った。従って、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 の改革は優先課題の 1 つである。
本章は、マイクロ・シミレーションモデル INAHSIM を用いて行われた日本の将来の医療
費・介護費推計
（府川、2013a）をオランダに応用して、将来の医療費・高齢者介護費の日本と
オランダの比較を試みたものである（注 1）。オランダについては、日本で得られるようなデータ
が必ずしも入手できなかったので、多くの仮定を置いているが、出生率や死亡率についてはオ
ランダの実績値および将来予測値を取り入れている。また、オランダの AWBZ の 2013 年の
支出は 2012 年に比べて減少しているが、本章ではオランダの 2011 年の高齢者介護費をベース
に将来の高齢者介護費を推計している
（つまり、2012 年及びそれ以降の制度改正の影響は考慮
されていない）
。

2．日本とオランダの医療費及び高齢者介護費
表 1 は日本とオランダの人口・医療費・介護費を比較したものである。高齢化率
（65 歳以上
人口の総人口に占める割合）は現在も将来も日本の方がはるかに高い。65 歳の平均余命は日
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本の方が男で 0.6 年、女で 2.6 年、オランダより長い
（2010 年）
。OECD Health Data によると、
オランダの医療費は GDP の 12.1%（日本は 9.6%）となっているが、医療費の中に含まれてい
る介護施設における費用を除くと GDP の 9.2% となり、オランダ政府の統計と近似してくる
（表 1）。これに対して、日本の医療費は
「国民医療費」
によると GDP の 7.8% である。
65 歳以上で介護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 27.7% で、オラ
ンダが日本の 2 倍以上である。65 歳以上人口千人当たりの介護ベッド数も日本の 37.4 に対し
てオランダは 68.5 であり、大きな差がある。OECD の統計では介護費の GDP 比が日本で 1.0%、
オランダで 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
（府川、2013b）
。
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が、
オランダが 2011 年の給付水準のままだと、将来においても日本とオランダには大きな差が残
ることになる。
図 1 は OECD Health Data による主要国の総医療費
（対 GDP 比）の 1985 年～ 2010/11 年の
動向である。2000 年代にオランダの総医療費が急増しているが、その一因が AWBZ 給付の増
加である。なお、1990 年から 2010 年の間に日本の総医療費も増加の一途をたどったが、医療
費が高齢化等で増加する一方で、経済の低迷で GDP が伸びなかったためである。

表1 日本とオランダの人口・医療・介護の比較

総人口 (100万人）
65歳以上人口 (100万人）
高齢化率（％）
TFR
平均寿命（年）
65歳の平均余命（年）

男
女
男
女

医療費/GDP（％） b
介護施設における費用/医療費（％）
医療費/GDP（％） c
介護費/GDP（％） b
65歳以上人口
介護を受けている割合 (%)
1000人当たり介護ベッド数
高齢者介護費/GDP（％） c

日
2010
128.1
29.5
23.0
1.39
79.6
86.3
18.7
23.8
9.6
9.0
7.8
1.0

本
2050
97.1
37.7
38.8

12.6
37.4
1.6

a 2011
b OECD Health Data 2013
c 日本は国民医療費及び介護給付費実態調査、
オランダはRolden & van der Waal (2013).
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84.1
90.2
21.8
27.2

2010
16.5
2.5
15.3
1.79
79.4
83.1
18.1
21.2
12.1
24.0
9.4
3.8
27.7
68.5
2.7

オランダ
2050
16.8
4.4
26.3
a
a
a
a

83.5
86.9
21.1
23.9

図１ 総医療費の対GDP比: 1985-2010/11
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出典：OECD Health Data 2013

3．医療費及び高齢者介護費の将来推計
（1）推計の前提
INAHSIM には出生率、死亡率、婚姻率、離婚率、世帯合併率などの各種基礎率が使われて
いるが、ここでは 65 歳以上の死亡率に関わる自立状態の遷移確率について説明する。65 歳以
上の自立状態を次の 5 分類とした。
0：健康で完全に自立
（障害なし）
1：軽度の障害はあるが、自宅で自立した生活ができる
（軽度障害）
2：要介護度 4, 5 以外の要介護度認定を受けた状態
（軽中度要介護）
3：要介護度 4 又は 5（重度要介護）
4：死
レベル 2 と 3 が介護保険の要介護認定者で、レベル 3 が要介護度 4 以上に対応する。
各自立状態から
「4」への１年間の遷移の合計がその年齢階級における１年間の死亡数に相当
する。日本の高齢者の自立状態分布は介護保険のデータ等から推計し、１年間の遷移確率が算
出されている。オランダの自立状態遷移確率は、日本とオランダの死亡率の違いを反映して算
出した。表 2 は性・年齢階級別自立状態遷移確率である
（日本は 2010 年、オランダは 2011 年
の死亡率をもとに）。シミュレーション期間中の死亡率の年次変化は、65 歳以上の場合は
「死
亡への遷移確率の変化」
として与えている。
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表2 高齢者の自立状態遷移確率
ａ） 日本
男
年齢

65~69

70~74

75~79

80~84

85~89

90~

遷移後
遷移前
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0

1

女
2

3

0.9604 0.0251 0.0045 0.0018
0.9608 0.0041 0.0020
0.9298 0.0041
0.8676
0.9475 0.0279 0.0090 0.0030
0.9415 0.0100 0.0041
0.9102 0.0136
0.8478
0.9234 0.0339 0.0171 0.0054
0.9176 0.0150 0.0068
0.8777 0.0213
0.7980
0.8974 0.0365 0.0297 0.0068
0.8886 0.0259 0.0105
0.8381 0.0360
0.7372
0.8387 0.0432 0.0489 0.0159
0.8263 0.0549 0.0116
0.7713 0.0638
0.6613
0.7525 0.0435 0.0547 0.0468
0.7940 0.0325 0.0219
0.7215 0.0716
0.5765

4
0.0083
0.0331
0.0662
0.1324
0.0127
0.0444
0.0761
0.1522
0.0202
0.0606
0.1010
0.2020
0.0296
0.0749
0.1259
0.2628
0.0532
0.1072
0.1649
0.3387
0.1026
0.1516
0.2069
0.4235

0

1

2

3

0.9764 0.0159 0.0037 0.0003
0.9745 0.0071 0.0035
0.9631 0.0071
0.9404
0.9701 0.0167 0.0059 0.0013
0.9645 0.0100 0.0046
0.9524 0.0117
0.9282
0.9581 0.0156 0.0128 0.0028
0.9308 0.0250 0.0125
0.9186 0.0285
0.8944
0.9541 0.0129 0.0179 0.0015
0.8327 0.1184 0.0052
0.8533 0.0779
0.8636
0.8842 0.0256 0.0566 0.0032
0.7978 0.1207 0.0169
0.8039 0.0994
0.8069
0.8045 0.0394 0.0615 0.0305
0.7709 0.0862 0.0453
0.7596 0.1098
0.7370

4
0.0037
0.0149
0.0298
0.0596
0.0060
0.0209
0.0359
0.0718
0.0106
0.0317
0.0528
0.1056
0.0136
0.0436
0.0688
0.1364
0.0303
0.0646
0.0967
0.1931
0.0642
0.0976
0.1306
0.2630

ｂ）オランダ
男
年齢

65~69

70~74

75~79

80~84

85~89

90~

遷移後
遷移前
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
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0

1

2

女
3

0.9546 0.0287 0.0052 0.0020
0.9551 0.0047 0.0023
0.9242 0.0044
0.8624
0.9418 0.0309 0.0100 0.0033
0.9358 0.0110 0.0045
0.9048 0.0145
0.8427
0.9178 0.0363 0.0184 0.0058
0.9121 0.0160 0.0072
0.8725 0.0222
0.7932
0.8920 0.0384 0.0313 0.0071
0.8833 0.0272 0.0110
0.8331 0.0371
0.7328
0.8337 0.0446 0.0505 0.0164
0.8214 0.0564 0.0119
0.7667 0.0651
0.6574
0.7479 0.0443 0.0557 0.0476
0.7892 0.0333 0.0224
0.7172 0.0727
0.5731

4
0.0095
0.0380
0.0714
0.1376
0.0141
0.0487
0.0807
0.1573
0.0217
0.0647
0.1054
0.2068
0.0311
0.0785
0.1298
0.2672
0.0548
0.1103
0.1682
0.3426
0.1044
0.1551
0.2101
0.4269

0

1

2

3

0.9705 0.0199 0.0047 0.0003
0.9686 0.0087 0.0043
0.9573 0.0082
0.9347
0.9643 0.0200 0.0071 0.0015
0.9587 0.0116 0.0053
0.9467 0.0131
0.9227
0.9524 0.0178 0.0146 0.0032
0.9252 0.0270 0.0136
0.9131 0.0305
0.8890
0.9484 0.0145 0.0201 0.0017
0.8277 0.1220 0.0053
0.8482 0.0806
0.8584
0.8789 0.0268 0.0592 0.0034
0.7930 0.1235 0.0173
0.7991 0.1019
0.8021
0.7996 0.0404 0.0630 0.0312
0.7663 0.0879 0.0462
0.7551 0.1118
0.7326

4
0.0047
0.0183
0.0345
0.0653
0.0071
0.0243
0.0402
0.0773
0.0120
0.0342
0.0564
0.1110
0.0153
0.0450
0.0712
0.1416
0.0317
0.0662
0.0991
0.1979
0.0658
0.0996
0.1331
0.2674

シミュレーション期間中の出生率
（TFR）は一定とし、日本は 1.4、オランダは 1.7 を基本と
した。死亡率は次第に低下すると仮定し、2050 年の平均寿命を日本は男 84.1 年、女 90.2 年、
オランダは男 83.5 年、女 86.9 年とした
（表１）
。なお、オランダにとって国際人口移動は日本
以上に重要であるが、今回のシミュレーションでは両国とも国際人口移動を無視している。
図 2 には総人口と高齢化率の推計結果が示されている。日本の総人口は長期にわたって
低下するが、オランダの総人口は TFR=2.0 を仮定すると移民を考慮しなくても維持され、
TFR=1.7 の場合は緩やかに低下するという結果である
（図中の J-M は 2012 年 1 月に発表され
た将来人口推計の中位推計結果である）
。将来の高齢化率も日本がオランダよりはるかに高く
なる。
（2）推計の方法
日本の国民医療費は 2010 年度で 37.4 兆円
（GDP の 7.8%）にのぼり、このうち 65 歳以上の医
療費は 20.7 兆円で、国民医療費の 55％を占めている。日本の介護費は 2010 年度で 7.56 兆円、
図２ 総人口と高齢化率：2010～2060年
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図３ 年齢階級別人口１人当たり医療費及び高齢者介護費
： １人当たりGDPに対する割合（％）、日本、2010年
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年齢階級
出所：厚生労働省 国民医療費、介護給付費実態調査
このうち 65 歳以上の介護費は 7.36 兆円である。図 3 は人口１人当たり医療費及び介護費
（た
だし、65 歳未満の介護費は無視）を示したものである
（対１人当たり GDP で表示）
。65 歳以上
の介護費は 65 歳以上の医療費のおよそ 1/3 であるが、この図から 90 歳以上の超高齢層では医
療費よりも介護費の方が大きいことがわかる。
日本・オランダとも、将来の医療費・高齢者介護費は以下のように推計した。INAHSIM か
ら得られる将来の年齢階級別人口に図 3 の年齢階級別人口 1 人当たり医療費を掛けて将来の医
療費を推計した。従って、将来の医療費は 2010 年度価格で、今後の技術進歩などの要素は一
切考慮されていない。一方、高齢者介護費については 2 通りのケースを想定した。ケース 1 は
INAHSIM から得られる将来の年齢階級別人口に図 3 の年齢階級別人口 1 人当たり介護費を掛
けて将来の介護費を推計した。ケース 2 は自立状態レベル 2 と 3 の人数を用いて介護費を推計
した。レベル 2 の人の 1 人当たり介護費はレベル 3 の人の 1 人当たり介護費の 1/3 と仮定して、
2010 年度の年齢階級・自立状態別１人当たり介護費を試算し、INAHSIM から得られる将来
の年齢階級・自立状態別人口を掛けて将来の介護費を推計した。将来の介護費も 2010 年度価
格で、今後の介護報酬の変化などの要素は一切考慮されていない。
（3）推計結果
表 3 は高齢者の自立状態分布の推計結果である。両国とも自立状態レベル 0 が単調減少し、
レベル 3 の割合が将来に向かって増加している。日本の方が現在も将来も高齢化が進んでいる
が、2050 年以降、自立状態レベル 0 の割合は日本の方が高く、レベル 3 の割合はオランダの
方が高いという結果になっている。
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表３ 65歳以上の自立状態分布
(単位： %)
年
2010
2020
2030
2040
2050
2060

0
74.3
71.6
67.5
67.3
65.4
61.3

日本
自立状態
1
2
13.7
8.3
14.6
9.4
15.5
11.2
14.9
11.2
15.7
11.7
16.2
13.6

3
3.6
4.5
5.8
6.6
7.1
8.9

0
73.5
73.6
70.2
67.9
63.0
59.8

オランダ
自立状態
1
2
15.6
6.9
14.8
7.9
16.3
9.0
16.3
10.0
17.2
11.7
17.3
12.8

3
3.9
3.6
4.5
5.8
8.1
10.1

表4 医療費及び高齢者介護費の推計

年

医療費

2010
(% GDP)
2020
2030
2040
2050
2060

37.4
(7.8)
40.7
41.5
40.4
38.7
36.5

日本（兆円）
高齢者介護費
計
ケース１ ケース２ ケース１ ケース２
7.6
45.0
(1.6)
(9.4)
10.5
10.6
51.2
51.3
13.0
13.4
54.5
54.9
14.5
15.2
54.9
55.6
14.7
16.1
53.4
54.8
16.2
17.9
52.7
54.4

医療費
51.9
(8.7)
58.0
64.2
67.4
67.8
67.2

オランダ（10億ユーロ）
高齢者介護費
計
ケース１ ケース２ ケース１ ケース２
16.4
68.3
(2.7)
(11.4)
19.3
14.8
77.3
72.8
25.5
21.0
89.7
85.2
34.2
30.9
101.6
98.3
41.6
40.5
109.4 108.3
48.6
49.8
115.8 117.0

注: オランダの2010年は2011年の実績値である。

表 4 は医療費及び高齢者介護費の将来推計結果
（2010 年度価格）である。医療費は技術進歩
や物価上昇などによって今後の増加が見込まれるが、仮に人口要因だけを考慮すると日本の医
療費は、2030 年以降はむしろ低下し、2060 年の医療費は 2010 年の水準より低くなる。これに
対して、日本の高齢者介護費はいずれのケースでも増加を続け、2060 年には 2010 年の 2 倍以
上の規模になることが避けられない。その結果、将来の医療費＋高齢者介護費は 2040 年まで
はその規模が拡大し、それ以降縮小するという結果になり、2060 年には 2010 年の 1.2 倍の規
模になる
（府川、2013a）
。
一方、オランダの医療費は 2050 年まで増加した後に低下し、2060 年の医療費は 2011 年の
およそ 1.3 倍となる。オランダの高齢者介護費はいずれのケースでも日本と同様に 2060 年ま
で増加を続け、2060 年には 2011 年の 3 倍の規模になる。その結果、将来の医療費＋高齢者介
護費は 2060 年までその規模が拡大し続け、2060 年には 2011 年の 1.7 倍の規模になる。
表 5 は日本の将来の高齢者介護費についてさらに検討した結果である。表 4 のケース 2 は、
レベル（自立状態）2 の人の 1 人当たり介護費は一律にレベル
（自立状態）3 の人の１人当たり
介護費の 1/3 と仮定して計算したものであるが、この倍率は 2012 年度介護給付費実態調査か
ら計算すると 65 ～ 69 歳は 1/4、85 歳以上は 0.6 と年齢階級によって大きな違いがあった。こ
の実績値を用いてケース 2 を計算しなおしたのがケース 2a である。この結果はケース 2 が過
少評価ともとれるし、ケース 2a が過大評価ともとれる。
さらに、2012 年度介護給付費実態調査からレベル
（自立状態）2 と 3 の人の 1 人当たり介護
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表５ 高齢者介護費
年度
2010
2012
2020
2030
2040
2050
2060

ケース2
ケース2a
（2010年度価格）
7.6
10.6
13.9
16.2
17.2
19.8

11.6
15.2
17.9
19.0
21.8

（単位：兆円）
ケース3
ケース4
（2012年度価格）
7.9
11.6
15.2
17.6
18.6
21.1

7.9
11.5
15.0
17.4
18.4
20.9

（注１）ケース2 は自立状態２の介護費が自立状態３の1/3と仮定
した場合、ケース2a は年齢階級別に実績値から計算され
た倍率を用いた場合を示す。
（注２）ケース3は2012年度介護給付費実態調査をもとに自立状態
2と3の１人当たり介護費を将来に亘って用いた場合を示す。
ケース4 はケース3 をベースに、介護療養病床に老健の
単価を当てはめた場合を示す。

費を将来に亘って用いた場合がケース 3（2012 年度価格）である。ケース 4 はケース 3 をベー
スに、介護療養病床の単価が老健の単価まで下がった場合の将来推計結果
（2012 年度価格）で
ある。

4．まとめ
今後の人口高齢化によって医療費よりむしろ高齢者介護費の伸びを心配しなければならない
ことは、日本もオランダも共通であることが明らかになった。オランダは人口の高齢化の程度
が日本より低いが、今日でも医療費・高齢者介護費ともに日本より規模が大きい。日本の医
療費＋高齢者介護費は人口要因だけを考慮すると今後 1.2 倍の規模になると見込まれる。一方、
AWBZ の給付構造が 2011 年のままと仮定すると、オランダの医療費＋高齢者介護費は人口要
因だけを考慮すると今後 50 年間に 1.7 倍の規模に拡大すると見込まれる。従って、オランダ
は AWBZ の改革を真剣に行わざるを得ない状況であることが理解できる。
高齢化が最も進んでいる割には日本の医療費
（対 GDP 比）はこれまでのところ他の先進諸国
より低い水準に留まっているが、医療の技術進歩やより良い医療を求める国民の期待によって
常に増加圧力にさらされている。一方、高齢者介護費は年齢の上昇とともに増加する度合いが
医療よりも著しく、高齢者の医療費＋介護費のコントロールがますます大きな課題になっている。
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。先進国の中で最も高い
介護費を使っているオランダは、制度の持続可能性を高めるために AWBZ の極小化に向かっ
て改革を進めている。負担増をコントロールするには給付に対する需要をコントロールする必
要がある。需要のコントロールには、給付カタログのスリム化
（特に、軽い要介護を給付から
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はずす）の他に、サービス提供の効率化が重要である。特に日本の場合には、介護サービスを
提供するうえで施設サービスと在宅サービスの調和・連携の枠組みを向上させることが、負担
増の抑制と介護サービスの質の調和を図るうえで重要である。
注 1：本章は府川
（2013c）
を改定したものである。オランダの推計値は全面改訂されている。
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第8章

病院から施設・在宅への患者の
流れに関する考察
髙原 弘海（社会福祉法人旭川荘）

はじめに
「病院から施設・在宅への患者の流れ」
という本稿のテーマは、時々に応じ論じられる各論点
の比重は変化しながらも、常に身近で切実な、古くて新しいテーマということが言えよう。
日本のみならず諸外国においても、同様の問題に直面し様々な取組みが行われているであろ
うことは想像に難くないが、本稿では、世界に先駆けて長期ケア保障に関する社会保険制度を
導入し、プライマリーケアの重視、保険者機能の強化と管理競争の導入等による効率的な医療
保険制度運営で定評のあるオランダとの比較も参考としつつ、日本の現状と課題について考察
してみたい。

日本の医療と介護・福祉が直面している社会状況
（人口動態）
19 世紀末の 3 千万人強から一貫して増加を続けてきた日本の総人口は、数年前に１億 2800
万人でピークを打ち、既に減少局面に入っている。年齢別内訳では高齢者の占める比率が高ま
り、65 歳以上人口の比率が 2025 年には 3 割を超え、2050 年には４割に迫るものと予想されて
いる。
少子高齢化は先進諸国共通の現象とは言え、日本は、少子高齢化というフィールドを世界の
フロントランナーとして走り始めている現状にある。
なお、人口推移のパターンには地域的な違いが大きい。今後の 75 歳以上の後期高齢者人口
の急増が首都圏等の大都市部に集中するなど、都市部の高齢化対策が深刻となる一方、中山間
地や離島では、若者だけでなく高齢者数も減少し、今のままの形での地域社会の維持自体が困
難になるという課題に直面する可能性が高くなっている。
（疾病構造や死亡数等の変化）
疾病構造については、医療の進歩や平均寿命の伸びに伴い感染症等の急性疾患が減る一方、
生活習慣病等の慢性疾患が増加している。また、認知症対策が社会的にも大きな課題となって
いる。
急性疾患を治せばそれで解決という時代から、高齢者を中心に多くの人が複数の疾患を抱え
ながら、次第に症状が悪化し、自立度が低くなっていく中で、どうすれば、人としての尊厳や
満足度を維持しながら、死を迎えることができるか、それを医療と介護・福祉がいかに支えて
いけるかが、重要な時代を迎えることになるものと考えられる。その意味では、本稿のテーマ
も、病院から施設・在宅へという一方向の流れではなく、病院や施設、在宅といった社会資源
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（参考 1）在宅医療に関する国民のニーズ（厚生労働省検討会資料より）
○ 自宅で療養して、必要になれば医療機関等を利用したいと回答した者の割合を合わせると、
60％以上の国民が「自宅で療養したい」と回答した。
○ また要介護状態になっても、自宅や子供・親族の家での介護を希望する人が 4 割を超えた。
○ 住み慣れた環境でできるだけ長く過ごせるよう、また望む人は自宅での看取りも選択肢になる
よう、在宅医療を推進していく必要がある。

の間の循環サイクルの中で考えるという視点が重要になっている。
また、日本の年間死亡者数は、2011 年には 125 万人となっており、今後、2040 年にかけて
死亡者数は約 40 万人増加することが予想されているが、死亡場所を見ると、1950 年には約
80％の人が自宅で死亡していたのが、2010 年には約 12％にまで低下し、逆に、病院・診療所
での死亡する人が約 80％を占めるようになっている。国民の 60％以上が自宅での療養を望ん
でいるという希望と現実との間には大きなギャップがある。本年 8 月の社会保障制度改革国民
会議最終報告において、医療と介護の連携、地域包括ケアシステムの構築など、医療・介護
サービス提供体制改革の必要性が強調されているが、これも今後の後期高齢者急増期の到来を
前にした関係者の危機感の表れと言えよう。
上記国民会議での宮武剛委員提出資料によれば、オランダでは自宅死亡率が約 31％、病院
死亡率が約 35％という状況であり、日本はオランダに比べ自宅死亡率が大幅に低くなってい
る。また、自宅死亡率以上に大きな相違がみられるのが、ケア付き住宅等での死亡率
（日本の
2％台に対しオランダは 30％超）
となっている点も注目に値する。

医療と介護・福祉の連携に関する現状と課題
考察の前提として、本年 6 月から 9 月にかけて、筆者の勤務先所在地である岡山市
（人口約
70 万人）において、第一線で活躍中の医師、ケアマネージャー、介護施設管理者、大学医学部
教授など 8 名の専門家に
「医療と介護・福祉の連携に関する現状と課題」
というテーマでインタ
ビューを実施した。以下、その概要をご紹介したい。
（自宅療養の希望と現実のギャップの背景）
岡山市では、自宅で亡くなる人は約 10％となっており、3 人に一人が自宅で療養したいとい
う市民の意識調査とかい離がある状況となっているが、その背景には、死に対する社会の受け
止め方の変化、即ち、自宅で家族の最期を看取るという文化が失われてきているという現実が
ある。ただし、かかりつけ医が、知識と経験に裏打ちされたコミュニケーションスキルで、そ
れぞれの病状に応じた余命の見通しを含む説明をきちんと行えば、在宅療養に関する患者や家
族の不安感は一気に変わるケースが多く、現に、医師や看護師、住民への啓発・研修により、
サービス提供側の専門職と、サービス利用側の患者・家族の双方の意識は変わっている。介護
保険により制度面での対応はかなり進んできたので、意識が変われば、在宅療養が進む素地は
十分にある。
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（高齢化の進展スピードと個人・社会の成熟化とのギャップ）
わが国の場合、高齢化進展のスピードが極めて速かったため、一人ひとりの死の受容や死生
観といった問題を含め、社会全体として高齢化問題をどう受け止めるかという面での成熟化が
追いついておらず、そのことが末期の医療や介護の対応にも関係しているのではないか。
（患者の生活の質や満足度を高めるための支援）
在宅での看取りを行えなくとも、患者の生活の質や満足度を高める上で、自宅で過ごせる期
間を出来るだけ長くすることが大切であり、介護サービスにより、家族の負担を減らす支援が
適切に行われることが必要となる。
（疾病による介護モデルの違いへの理解）
疾病により介護モデルは一様ではない。1980 年代に主流であった、治療とリハビリで状態
が良くなるという脳卒中対応の介護モデルではとらえられない疾病が増えてきている。たとえ
ば、心身不調和や廃用性症候群の場合、リハビリで無理をすると逆に症状が悪化するし、認知
症高齢者の場合、
「生活環境と介護を見直し、状態悪化のスピードを遅らせ、なだらかにする」
という考え方が基本となる。疾病によって介護モデルが異なるということについて、介護・福
祉サイドはもちろん、医療サイドの理解・関心が高まらなければ、良質のサービスは提供でき
ない。
（連携に対する医療サイドの意識や関心）
介護・福祉サイドから見ると、医療と介護・福祉の連携に対する医師の問題意識や関心とい
う面で、世代による違いが大きいことを感じる。
総じて、今の 60 歳代、70 歳代の医師はこの問題への関心が低いが、40 歳代、50 歳代の医
師の中には、関心を持ち積極的に取り組むグループが出てきているので、今後の進展が期待で
きる。
（本人や家族の意識高揚と退院後の受け皿不足の改善）
長年医療に携わってきた立場から見ると、80 歳を過ぎれば明日何があってもおかしくない
にもかかわらず、本人や家族が何も考えていないケースが大変多いことを感じる。どこまでの
治療を求めるのか、退院した後の生活をどう考えるのか等の点について、文書にしておくと
言った取り組みが必要ではないか。
また、施設や在宅で暮らしていた人が入院し、その後の受け入れ先がないため、急性期の患
者への対応を行うべき病院が無用な入院を強いられ、或いは、入院の引き受け自体を躊躇する
と言った現状もある。急性期病院の退院後の受け皿として、リハビリや在宅復帰を支援する病
床が圧倒的に少ないという現実を改善していくことが重要である。
（高齢化の進展と外来受診）
患者が 80 歳を過ぎると外来を受診する回数が減る傾向があり、岡山県内の中山間地の医療
現場では、病院・診療所の外来患者が減少する傾向が出始めている。一般的には、都市部を中
心に、往診等の在宅療養に消極的な医療サイドの現状ではあるが、一定以上の高齢化の進展に
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伴う外来患者の減少傾向といった現実や、医療サイドがこのことを認識することが、在宅療養
を前に進めていく契機になる可能性も出てきている。
（多職種連携の重要性）
国が進めようとしている
「地域包括ケアシステム」
は、多職種連携の考え方だと理解しており、
このことは重要と認識している。医療サイドの専門職、介護・福祉サイドの専門職の間で顔の
見える状況が進んでいくことにより連携は進むものと考えており、現に顔の見える関係が出来
ている地域では、連携も進んでいる。
（在宅療養を担う人材の育成）
在宅療養を担う人材の育成が重要であり、既に行政サイドでは他職種連携のための研修会等
の取組みが始まっているが、大学医学部サイドにおいても、都市型、中山間地型といった地域
特性にも応じた総合診療医の養成に着手している。人材育成の取組みが効果を発揮するまでに
は年数を要するが、地域が抱える課題を解決することにつながることを期待している。
（介護保険制度の定着に伴う光と影）
介護保険制度がスタートしてから 13 年半が経過し、制度は定着し、地域によっては利用者
を奪い合うほどサービス提供事業所も増えてきており、在宅療養を支える基盤はかなり出来て
きた。
その反面、金儲け優先で提供されるサービスの質に問題のある事業所も出てくるなど、影の
部分が生じている現実もある。介護サービスを担う人材についても、今後のニーズの増大に伴
い、養成体系の見直しや人材確保のための緊急支援事業などの取組みが行われてはいるが、養
成研修の現場では、受講生の質が変化し、介護現場のスタッフの質の低下につながると言った
現実が出てきており、人材養成のための取組みの検証・見直しも必要となっている。

現状と課題への対応案
上記の訪問インタビューで確認できた現状と課題をベースとし、今後の取組みとしてはどの
ような対応が考えられるかという点について、以下、筆者なりの考察を 3 点にまとめて記して
みたい。
（在宅療養の基盤整備と意識啓発）
まず一点目は、在宅療養を進める上での基盤整備と意識啓発の重要性である。
看取りも含めた在宅医療など、医療と介護・福祉の連携による包括的なサービス提供の取組
みは既に各地でかなり始まっている。ただし、現状は、このような取組みは、先進的な地域に
おけるいわば点としての取組みの段階に止まっており、今後は、どうすれば、それを点から面
に、取組みを拡げていけるかが課題となっている。
これまでの先進的な取組みでは、地域ごとに様々なパターンで展開されているが、関係者間
の日頃からの顔の見える関係の中で、人々の力を引き出し、つなぐという点では共通点がある。
また、多くの患者、家族が自宅での療養を希望しているにもかかわらず、実際に在宅療養が
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（参考 2）社会保障制度改革国民会議（第 9 回）宮武剛委員提出資料より
日本の医療

多い病床・長い入院・少ない医療職

総人口

日本

オランダ

スウェーデン

1.27 億人

1670 万人

942 万人

高齢化率

23.3％

15.6％

17.5％

医療体制

社会保険

社会保険

公費

年間の外来平均受診回数

13.07 回

いずれも国民に家庭医（GP）への登録を義務付け
5.9 回

2.9 回

（75 歳以上、32.95 回）
（同、受診者では 44.4 回）
平均入院日数

18.5 日

5.6 日

3.8 日

病院死亡率

78.5％

35.3％

42.0％

ケア付き住宅等

2.4％

32.5％

31.0％

自宅死亡率

12.5％

31.0％

20.0％

困難な理由としては、
「家族の負担が大変」
、
「緊急時に不安」
等の点が挙げられる。それらの阻害
要因を取り除く在宅療養の基盤整備が基本であり、必要なサービスが適切に組み合わされて提
供されることに加え、ベースとなる住まいの場の確保、特に低所得者向けの共同での住まいの
場の確保などの取組みが公的な施策として必要と考えられる。
オランダとの対比で見ると、日本の場合、自宅以外のケア付き住宅等での死亡率が大幅に低
くなっており（参考 2）、今後、日本においても、サービス付き高齢者住宅などの量的な拡大と
いう流れが求められるものと考えられる。
また、地域での包括的なサービス提供の取組みを拡げていく上で、サービス提供側の専門職
と、サービス利用者側の本人・家族の双方の意識をいかにして変えていけるかが、重要なカギ
と考えられる。そのためには、それぞれの地域において、専門職の職能団体や市民団体による
研修会・講演会などの普及啓発のための取組み、退院時ケアカンファレンスなどの関係者が集
まる会議の場の有効活用、IT も活用した関係者間の情報共有などの取組みを地道に積み重ね
ていくことがベースとなるが、加えて、住民一人ひとりが死への向き合い方を含む末期医療の
あり方を自らの問題としてとらえることや、市町村がコーディネーター役として、普及啓発や
関係者の顔の見える関係づくりを進めていくことも期待される。
わが国の場合、医師が医療法人を設立し、診療所や病院を経営するという形で医療機関が整
備されてきた歴史的経緯が背景にあり、診療所と病院、病院間の機能分担がはっきりしていな
い。リハビリや在宅復帰を支援する病床の不足もこのことが一因と考えられる。できるだけ長
く在宅で療養できるよう、医療・介護・福祉サービスが包括的に提供される体制を整えていく
ことの重要性は言うまでもないが、大都市部を中心とする後期高齢者の急増期の到来を踏まえ
ると、急性期病院と施設・在宅をつなぐ受け皿の量的拡大も現実的対応として必要と考えられ
る。そのためには、日本の病床数が諸外国に比べて多い現状も考慮すれば、まず、病院機能の
再編により上記受け皿の機能を担う病床の確保が求められる。さらに地域によっては老人保健
施設の増床といった対策の検討が必要となる場合もあり得よう。

（良質のサービスが提供されるための人材の確保・育成）
二点目は、サービス提供を担う人材の確保・育成の重要性である。
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在宅療養の基盤整備や意識啓発と同時に欠かせないのが、サービス提供を担う人材、特に介
護人材の質量両面での確保・育成である。質の面では、現場のニーズに対応できる人材の育成
が重要であり、2007 年の法改正の理念の早期具体化に向け、需要サイドの視点から、現行の取
組みの検証・見直しが必要と考えられる。介護離職が問題となる中、介護人材の定着を図る上
でも、介護人材のキャリアパスの構築、専門性の向上という方向性の早期具体化は喫緊の課題
と言えよう。一方、量の面では、受け入れに伴う種々の難しい問題はあるものの、方向性とし
て、アジア諸国からの人材の受入れ・交流の拡大を図ることが望ましい。労働力確保という面
での日本側のメリットに止まらず、今後急速に高齢化が進展するアジア諸国にとっても日本の
経験・ノウハウは参考になり得よう。ただ、安易な受入れは様々な問題を惹起するので、慎重
な検討の上で、受け入れる場合にも一定の合理的なルールが必要であることは言うまでもない。
また、今後、介護の実践経験に裏打ちされた、疾病により異なる介護モデルのあり方に関す
るノウハウの蓄積・整理、そのノウハウを医療サイドも含め普及させていくと言った取組みが
重要性を増してくるものと考えられる。
（地域の総力戦としての地域包括ケアシステムの構築）
三点目は、地域の総力戦としての地域包括ケアシステム構築の重要性である。
介護保険制度については、持続可能性を高める視点からの給付の効率化・重点化を図る一方、
地域包括ケアシステムの構築を支える視点からの給付や事業の再構築が図られる可能性が高い。
その際、それぞれの地域の特性に応じ、住まいの場を含む地域づくりとして地域包括ケアシス
テムをとらえ、介護保険の主体でもある市町村が総合調整役として、民間事業者やボランティ
アなどの各種社会資源の力を活かしながら、いわば地域の総力戦として、地域包括ケアシステ
ムの構築に取り組むことが期待される。今年 8 月の社会保障制度改革国民会議最終報告で、医
療・介護提供体制の改革の実現に向け、実効性と加速度を加えることの重要性が強調されてお
り、そのために必要な財源として消費税増収分の活用が検討されるべきことも明記されている。
2000 年の介護保険制度のスタートは、困難を乗り越えて市町村が保険者となる大きな節目
であったが、今後は、医療・介護・福祉を核とし、住まいの場も含む地域づくりという課題に
チャレンジしていくという意味において、介護保険の第二幕ともいうべき節目を迎えるものと
考えられる。ただし、医療・介護・福祉に対する市町村の首長や職員の姿勢や力量には大きな
差があるのが現実であり、市町村に役割を期待する以上、地域ごとの格差が生じることは認識
しておく必要がある。

おわりに
最後に、オランダとの比較の視点から若干の考察と私見を述べてみたい。
まず、オランダの医療・介護ケアの事情に詳しい堀田聰子氏
（労働政策研究・研修機構）によ
れば、オランダでは、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・発言が推進力となって、順次、脱病院化・脱施設化とプライマリーケアの充
実をキーワードとするケア提供体制の見直しが図られてきた歴史があり、特に、90 年代以降は、
それまで病院・施設ベースと在宅ベースで別個に機能していたケア提供者が地域レベルで連携
し、切れ目のないケア提供の推進に取り組むようになったことが指摘されている。また、90
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年代後半からは、ケア提供者の地域ネットワークにおいて脳卒中や糖尿病と言った疾病管理プ
ログラムが多く見られるようになり、さらに最近では、
「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ていると言った動向や、切れ目のないケアの提供
を模索する中で、家庭医と地域看護師が中心となって多職種による連携が図られていることも
紹介されている。日蘭両国で、具体的な手法やスピード感の違いはあるにせよ、大局的な流れ
や方向感という意味では、日本も同じような方向に進んでいくのではないかと考えられる。
オランダ・ライデンアカデミーの Herbert Rolden 氏によれば、オランダでの退院後の患者
の流れについては、医療機関に所属する移行支援看護師
（transfer nurse）がコーディネーター
として重要な役割を担い、早期の施設入所を防止する上では、地方自治体に所属する地域看
護師（neighborhood nurse）が重要な役割を担っていることが指摘されている。さらに、認知症
が疑われる患者については、ケースマネージャー（case manager）が、診断前後のカウンセリ
ングから、情報提供、患者及び家族への心身両面の支援に至るまで広範な役割を担っている現
状が紹介されている。日本においても、病院における地域医療連携室の退院支援看護師がコー
ディネーターとしての重要な役割を担っているなど、相通じる実態はあるが、鍵を握る専門職
の立場や役割をもっと明確に位置づけるべき時期に来ているものと考えられる。
また、Rolden 氏は、医療と介護の連携を図る上での情報共有の重要性を強調すると同時に、
制度の形式主義や硬直性に加え、制度毎に多くの異なる IT システムが用いられているため、
異なる保険者間の情報共有が妨げられており、患者が必要な情報を入手するために時間とコス
トを要しているという問題点を指摘している。IT 活用という面では日本よりかなり先行して
いるオランダにおいても情報共有の重要性と問題点が強調されていることは、日本における医
療と介護の情報共有の重要性をあらためて認識させてくれるものであると同時に、合理的・効
率的な情報共有の仕組みを構築することが、今後の地域包括ケアシステム構築の推進力となり
得るものであるという点を最後に強調し、本稿を終えたい。

※本稿は月刊誌「統計」2013 年 12 月号所収の同タイトルの原稿を再掲したものである。

参考文献
堀田聰子（労働政策研究・研修機構）「オランダにおけるコーディネートされた認知症ケア」（2012年度厚
生労働科学研究（医療・介護連携において共有すべき情報に関する研究）報告書）
Herbert Rolden（Leyden Academy on Vitality and Ageing）「Coordination issues in the Dutch health care system～
Issues in transferring older patients between different care units～」
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オランダの短期医療と長期ケアの対象区分
第 9 章 の基準とわが国における長期ケアの総合化
のための提言
磯部文雄・府川哲夫（福祉未来研究所）

第1節

オランダの短期医療（ZVW）
と長期ケア
（AWBZ）
の対象区分の基準

1. 保険による給付の基本的基準
ZVW は 1 年未満の入院並びにケアホーム入所者及び在宅者への医療を、AWBZ はナーシン
グホームでの医療、ケアホーム及びナーシングホームでの看護・介護、在宅での看護・介護並
びに 1 年以上継続する入院を、WMO は順次 AWBZ から移行されつつある家事援助や精神病
予防を、給付している。
入院医療が引続き 1 年以上になると、自動的に ZVW の保険者から AWBZ の保険者に変換
される。ただし、1 年を超す入院というのは、合併症を起こしたような極めて特殊な場合とさ
れている。
また、WMO は保険システムではなく公費
（税）
負担に依るシステムであり、さらに、AWBZ
の対象には、高齢者向けサービスだけでなく、障害者向けサービスが含まれている点は注意を
要する。
2. 精神疾患についての基準 1
2008 年までは、精神医療は 1 年未満のものも含め AWBZ により給付されていたが、2008
年以降他の疾病と同じように 1 年を基準とする上記の基準へと変更された。ただし、他の疾
病で 1 年を超す入院というのは、合併症を起こしたような極めて特殊な場合とされており、
AWBZ から支払われる１年を超す入院としては精神疾患が大宗である。
オランダでは、約 9 万人が認知症、うつ病などの高齢者
（全高齢者の約 4％）であり、重複が
あるが若年層を含めて約 10 万人が 3 つの精神病院を含む約 100 の精神保健施設に入所している。
2009 年の統計では、ナーシングホームなど高齢者施設入所者の 17 万人に対して、精神保健
施設入所者は 1.6 万人と約 10 分の 1 であった。

第2節
I

オランダとわが国の長期ケアの状況の比較

長期ケアにおける医療介護供給体制

1. オランダの医療介護供給体制
施設ケアは、2009 年では 479 のナーシングホーム、1,131 のケアホーム
（residential homes）

1

WHO Health Systems in Transition Vol.12No.1 2010 The Netherlands Health system review
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及び双方を兼ねる 290 の施設に、約 17 万人が生活している 2。ナーシングホームには必ず医
師がおり、一方ケアホームに施設入居者の 6 割が住んでいてナーシングホームの入居者ほど
の医療の必要度がない者とされているが 3、ケアホームにおけるケアが近年複雑化してきてお
り、両者の区別はあいまいになりつつあるとする意見もある。人口に占める施設入所者の割合
は 80-84 歳 10%、85-89 歳 20%、90-94 歳 35%、95 歳以上 52%、と年齢の上昇とともに急激に
高まり、80 歳以上では 19.8% であった 4（2006 年）
在宅ケアは、248 の在宅ケア組織（事業者）と 255 のナーシングホーム / ケアホームによって
。80 歳以上
提供され、在宅ケア利用者は 61 万人（総人口の 4.8%）にのぼっている 5（2007 年）
の在宅ケア利用率は男 31%、女 56% である。
オランダにおける施設の種類別最低配置医師数は表１のとおりである。家庭医診療所
（GP
のいる所）には、実際のサービス提供者としては、医師の他に多様な機能を持つ医療助手、
ナースプラクティショナーがいる場合も多い。特徴的なのは、オランダのナーシングホームに
は必ず 1 人の医師が専属配置されており、ナーシングホーム医が専門医の地位を得ていること
である 6。これは、わが国はもちろん他の欧米諸国にはない制度となっている。ただし、夜間
に医師が常駐しているわけではないので、わが国で言えば、老健施設と同じ医師配置、という
ことになる。退院調整は移行支援看護師
（transfer nurse）が担うなど、医師以外のサービス提
供者の業務範囲が広いのも、オランダの特長となっている。
オランダでの退院後の患者の流れについては、病院が退院後についても責任を有するため、
病院に所属する老年学の専門医である医師が決定することとなっているが、決定までに時間
を要する。その間、病院の移行支援看護師（transfer nurse）がコーディネーターとして一定の
役割を担っている。また、不必要な施設入所を防止する上では、ケアニーズを判断する地方
自治体に所属する地域看護師
（neighborhood nurse）が一定の役割を担っている。ただし、仮に
AWBZ の介護施設に入所する場合には、わが国ほどではないが長期にわたって待つことにな
表１

施設の種類と最低配置医師数

オ ラ ン ダ
ケアホーム
－
ナーシングホーム 専属医師 1
GP
1
家庭医診療所
病院
専属医師 複数

日
特養
老健
介護療養病床
診療所
医療療養病床
病院

本
契約医師
医師
医師
医師
医師
医師

1
1
3
1
3
3

（注）日本の特養の医師は常駐でなくて良い。
2

3

4
5
6

2011 年度報告書「オランダにおける医療・介護サービスの調整」p.33-34. ただし、平成 25 年度「高齢者の
健康長寿を支える社会の仕組みや高齢者の暮らしの国際比較研究」国際長寿センター p44 によれば、施設
入居者数は急激に減少しており、2013 年には約 12 万人とされる。
Rolden によれば、ZZP（要介護度）のレベル 1-4 がケアホーム入居者、5-8 がナーシングホーム入居者の
基準であるとする。2011 年度本研究報告書「オランダにおける医療・介護サービスの調整」p.31.32 参照
注 1 に同じ
注 1 に同じ
J Am Med Dir Assoc.2004May-June;5(3):207-12 Nursing home and nursing home physician: the Dutch
experience
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るのは、わが国と同様である。
なお、長期ケアが病院で行われているか否か、についての OECD の調査では 7、
・オランダは、なし
・カナダ、イタリア、韓国、アメリカはあるとするが、平均の入院期間は不明
（アメリカは
25 日以上のケアとしている）
・オーストラリア、ドイツ及びイギリスはデータが得られない、とし、
・フランスは、従来病院の長期ベッドとされていたものが、法令の見直しで、ナーシング及
びケア施設ベッドに変更された。
・スウェーデンでは、エーデル改革によって、31,000 の医療ベッドがナーシング及びケア施
設ベッドへと変更された。
こうした状況を見ると、日本のように、多くの医師を擁して 1 年以上入院できる慢性期病院
があることがいまや特殊であることに加え、これから回復期ベッドなどという分類を新たに設
けようとしている国はないと言えよう。回復期ベッドはあるとしても短期のリハビリテーショ
ン医療であるべきで、そうだとすると、それはわが国の場合、帰宅までの回復期を担う目的で
設立された老健施設の機能と重複することになろう。
2. 日本の医療介護供給体制
病院の基本的考え方は、夜間にも医師による治療があり得ることから医師 3 人が最低配置医
師とされ、3 人で 24 時間をカバーすることとなっている
（表 1）
。その分、診療報酬も高い。す
なわち、オランダのように、入院日数と医療行為を行った日数に差がないのが入院治療の通常
であり、日本のように入院期間中の 1 週間に 1 回とか、1 か月に 1 回しか医師による医療行為
がないというのは、医師を最低３人擁する病院への入院の必要がほとんどない証左というべき
であろう。
すなわち、医師による治療が必要な度合いは、療養病床等にいる患者で 1 週間に 1 回とか、
1 か月に 1 回しか医師による医療行為がない患者の場合は、在宅患者の場合とほとんど変わら
ないと考えられ、老健施設のように、昼間 1 人の医師がいれば対応できる場合が大部分と考え
られる。
胃ろう等で看護や医療的介護を要する者が療養病床に入院しているが、これらも老健施設並
みの看護介護職員
（必要であれば配置の見直し）
で、対処できよう。
3．以上から、医療療養病床及び介護療養病床は、オランダのナーシングホームと同様に位
置づけ、医師 1 人の介護施設としてもよいとするのがオランダのシステムからの教訓と考えら
れる。また、特養に常駐の医師が配置された場合には介護報酬上老健施設並みの評価をするの
も適当な措置であり、結果的には高齢者医療費の縮減にも役立つと考えられる。

7

OECD Health Data 2013 Definitions, Sources and Methods Long term care beds in hospitals (excluding
psychiatric beds)
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II

費用負担

1. オランダの費用負担
（1）ZVW（2012）
公費 6％、自己負担 5％、定額保険料 36%、所得比例保険料 53%
（2）AWBZ（2013）
公費 16％、自己負担 9％、保険料 75%
保険料率は 12.65%（うち、高齢者分は 8.4%）
で、全額被保険者負担
施設ケアの 7 割給付、在宅ケアの利用者の 70％カバー
（3）WMO

自己負担、市町村民税及び国からの基金による。

したがって、AWBZ の保険料は被保険者だけの負担であることもあって、非常に大きな負
担となっている（障害者分を除いてオランダの保険料率は 8.4%；日本の協会けんぽの保険料率
は 1.7%）。
また、各制度の支出額は ZVW（2012）369 億ユーロ、AWBZ（2013）276 億ユーロ、WMO
（2011）42 億ユーロとなっている。
2. 日本の費用負担
（1） 国保等医療保険

公費 50％、自己負担 30％；保険料月 7,166 円
（協会けんぽ 10％）

（2） 後期高齢者保険

公費 50％、自己負担 10 ～ 30％；保険料月 5,275 円。

（3） 介護保険

自己負担 10％、公費 給付費の 50％、保険料は給付費の 50％

（1 号保険料月 4,972 円；2 号保険料率 1.7%）
（4） リハビリ、訪問看護のように、医療・介護それぞれから費用が出ているものがある。
日本の介護保険では、40 歳から 65 歳までは 2 号被保険者で、保険者によって料率が異なる
が、協会けんぽを例に取ると 1.72％（被保険者負担 0.86％）である。65 歳以上の 1 号被保険者
の保険料は全国平均で 4,972 円、65 歳以上の平均収入の 3.03％の負担である。日本の場合、給
付費の半分が保険料で、残りの半分は地方と国で半々に負担しており、この他に一部負担が１
割ある。地方分は住民税、固定資産税を含む地方収入全体のうち介護保険負担分は 2.46％と考
えられ、国分は国債や法人税を含む国の収入全体のうち介護保険負担分は 1.82％に過ぎない。
また、全体の額としては、
2011 年度で医療保険
（国保等と後期高齢者保険の合計額）30.3 兆円、
介護保険 7.6 兆円、障害者支援事業
（社会福祉費）5.3 兆円となっている。
さ ら に、 仮 に、 日 本 の 介 護 保 険 の 給 付 を 対 GDP 比 で 2011 年 の オ ラ ン ダ 並 み
（ た だ し、
AWBZ から障害給付を除く）に拡大すると、それは現在の日本の介護保険の規模を 1.6 倍にす
ることを意味し 8、現在の財源構成を変えないと仮定すると、現時点で 1 号被保険者の平均保
険料は月 5,000 円から約 8,000 円に、2 号被保険者の保険料率は 1.7% から 2.7% に上昇する。
オランダでは長期ケア
（LTC）の利用者が在宅・施設ともに日本よりはるかに高い割合であ
る（65 歳以上人口の LTC 受給者割合は日本の 12.6% に対してオランダは 27.7%；65 歳以上人
8

日本の 2012 年度の介護総費用は GDP の 1.7% である。一方、オランダの 2011 年の高齢者介護費（障害者
に対する給付を除く）は GDP の 2.7% と見込まれる。
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口千人当たり LTC ベッド数は日本の 37.4 に対してオランダは 68.5）が、現在そのコスト削減
に熱心に取り組んでいる。施設の定員も 3 分の 1 を削減する計画である。
オランダでは費用のおよそ 4 分の 3 を被保険者が負担することもあり、被保険者負担だけで
12.65% の保険料では高すぎるということで、オランダは改革を始めたわけだが、日本は被保
険者が保険料として負担するのは費用の半分で前述のような負担になる。これは無理だと言う
人が多数なら、これまでのオランダ並みの給付は難しいし、サービスが良ければその額を払っ
ても良いと言う人が多数なら、これまでのオランダ並みの給付を目指すこととすべきであろう。
どの程度の給付を良しとするかの決定方法は難しい。ただし、日本はオランダに比べると若
年層は 8.4％に対し 0.86％、高齢者は 8.4％に対し 3.3％と低い負担の保険料によって 9、オラン
ダと比較しても相当の給付を行っていると考えられ、オランダが全体として高い保険料の故に
家事援助を WMO に移すからといって、直ちに模倣する必要はないと考えられる。

第3節
1

わが国における長期ケアの総合化のための提言

オランダの AWBZ の歴史を見ると、1968 年に制度ができたときの給付対象は、精神障

害などの施設入所者の看護、介護、食事及び宿泊費に限られていた。その後 1980 年に在宅看
護・介護に拡大され、地方自治体が供給していた家事援助が 1992 年に、ケアホームの費用が
2000 年にそれぞれ AWBZ に移管された。そして、施設における精神科医、リハビリテーショ
ン医及びナーシングホーム医による医療費も AWBZ が負担することとなった。
負担は、保険料 0.41% から 12.65% にまで増え、かつ、労使折半から労働者単独負担に変更
されてきている 10。
最近になって、逆方向に動き出し、1 年未満の精神科医療は 2008 年から ZVW に戻され、
家事援助も 2008 年から地方自治体に戻されている。
さらに、オランダにおいては長期的にケアオフィスが廃止され、低レベルの施設外サービス
が廃止され（2013 年）、2014 年から AWBZ 給付のうちのデイケアサービスや個人サービスが
廃止され、2015 年からはさらに広く WMO に移管される予定とされている 11。
2

こうしたオランダの流れを見ると、わが国においても介護保険の範囲を拡大していき大

きな保険料負担となると、逆方向に縮小せざるを得ない可能性があることを示唆しているよう
に見える。第 2 節 2 に述べたように、若年被保険者の保険料負担に限って言えば、オランダで
は我が国の約 10 倍の負担率である。
ただし、オランダのナーシングホームも平均 1 年の待機があるとされており 12、この点には
留意を要する。さらに、オランダでは退院後のケアについては病院に責任があるとされている
9

日本の若年層は、協会けんぽの 1.72% の半分を被保険者分とし、高齢者は 2012 国民生活基礎調査の高齢者
世帯の 1 人当たり平均収入に対する平均介護保険料 12 か月分の比率で算出した。
10
日“Social health insurance systems in western Europe”p290 European Observatory on Health Systems
and Policies Series 2004, WHO。ただし、この当初の労使折半というのは、前身の ZVW のことを言ってい
る可能性もある。
11
2012 年度報告書「オランダの医療・介護保険制度」p.43
12
Marieke van der Waal が 本書第 2 部のワークショップのために作成した“ Basic features of the Dutch
health care system”Summary4
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表２

療養病床に関する実態と試算

総数
一般病床
療養病床
医療療養
介護療養
精神病床等
参考
特養
老健
介護療養

2012
病院報告
患者数
患者数
単価
(万月人)
(万人) （万円/月）
①
② = ①/12
③
1,514
95.1
791
65.9
146.0
357
29.8
47.6
277
23.1
50.0
80
6.7
39.2
366
30.5
40.0
入所者数
単価
(万月人)
(万人) （万円/月）
567
47.3
28.0
412
34.3
29.5
90
7.5
39.2

2011
医療費
（兆円）
④ = ①x③
14.40
11.55

2011
国民医療費
の入院
（兆円）
14.4

1.39
1.46
年費用
（兆円）
1.59
1.22
0.35

（注１）参考は2012年度介護給付費実態調査の施設サービスの数値である。
（注２）療養病床及び精神病床等の「単価」は推測値であり、一般病床の単価は計算結果である。
試算
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

介護療養施設の単価が老健の単価まで下がった場合の施設介護費の低下
全療養病床の単価が老健の単価まで下がった場合の医療・介護費の低下
一般病床の10%の単価が医療療養→老健に下がった場合の医療費の低下
(2)+(3)
一般病床の25%の単価が70万円→老健に下がった場合の医療費の低下
(2)+(5)

（兆円）
医療費 介護費
0.09
0.57
0.09
0.16
0.73
0.09
0.80
1.37
0.09

点も参考に値しよう 13。
3

支払われる費用

我が国における 1 人 1 月当たり費用（以下、
「単価」と略称）を比較すると、2012 年度で、特養
28.0 万円、老健 29.5 万円、介護療養施設 39.2 万円となっている
（表 2）
。
一方、入所者 100 人当たりの配置人員基準を見ると、
特

養

医師 1

看護職員 3

介護職員 31

介護支援専門員 1

老

健

医師 1

看護職員 9

介護職員 25

介護支援専門員 1

介護療養

医師 3

看護職員 17

介護職員 17

介護支援専門員 1

となっており、特養と老健は必要看護師数が 6 人違って費用の単価の差が 1.5 万円であるの
に対して、老健と介護療養は医師数が 2 人及び看護師数が 8 人違って費用の単価の差が 9.5 万
円あり、看護師の数によって費用を修正すると、9.5 万円のうち 7.5 万円分は医師が 2 名多い
ためと考えられる。
したがって、介護療養病床をオランダのナーシングホームのように必要医師数を 1 人とすれ
13

Herbert Rolden 本書第 2 部「日本とオランダにおける医療サービスおよび介護保険サービスの連携」p93
Session 3.1 患者の転院・施設間移転に関するコーディネーション問題
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ば、その費用は月 31.5 万円に低下する。介護療養病床の単価が老健の単価まで下がったと仮
定すると、介護費は約 900 億円低下する
（表 2）
。医療療養病床の単価も同様に老健の単価まで
下がったと仮定すると、医療費は約 5,700 億円低下する。
さらに、印南教授の指摘する
「一般病床の中にも社会的入院継続が 16.5 万人いる 14」点を参考
に、次の 2 つの試算を行った
（表 2）
。
(a) 一般病床の 10% において社会的入院が存在し、その単価
（医療療養の単価と仮定）
が老健
の単価まで下がったと仮定すると、医療費は約 1,600 億円低下する。
(b) 一般病床の 25% において社会的入院が存在し、その単価
（70 万円と仮定）が老健の単価
まで下がったと仮定すると、医療費は約 8,000 億円低下する。
全ての療養病床の単価が老健の単価まで下がり、さらに
（b）のケースまで想定すると節約さ
れる医療費は 1 兆 3,700 億円、節約される介護費は 900 億円と推計される。そして、重要なこ
とは、これらの医療費・介護費低下によってもほとんどの場合これまでと同様に必要なサービ
スは確保されると考えられることである。
4

提言

（1）総合化の論点としては、以下の点である。
① 療養病床を老健並みの医師 1 人、必要に応じて看護介護者の上乗せをして胃ろうなど
の医療ニーズが高い長期療養者のための施設へと変換し、老健施設と融合させるか。
② 融合された療養施設の給付を医療保険で行うか、介護保険で行うか？
③ 75 歳以上の医療・介護サービスを 1 つの制度で提供するのが合理的か否か？
（2）問題点としては、
① 現行療養病床は、1 人当たりの床面積が狭いので、現行老健並みの広さを要件とする
ために、猶予期間を設けて転換を促す必要がある。
② 運用責任者と施設許可者は同じであるべきか、それとも現行特養のように、入所者決
定などの運用責任者は市町村で、施設許可者は都道府県というような分かれ方でよい
のか。
③ 75 歳以上の医療・介護サービスを 1 つの制度にした場合の保険者を誰にするか。
（3）本稿での結論として、次のような日本の制度改正を提言する。
① 6 年間の猶予期間を設けて療養病床を老健並みの医師設置数、及び広さにする。
② 融合された療養施設の費用負担は、高齢化に伴い負担割合の変化する介護保険方式を
維持した上で、介護保険が負担する。
③ これまでの歴史から、介護保険の地域支援事業から一部のサービスを市町村の税金だ
けによる事業に戻すことはしない。
④ 新しい長期入所施設としての融合された療養施設の施設許可者は、これまでのように
都道府県の許可というのではなく、10 万人以上の人口規模を前提に市に移管する。す
なわち特例市の基準を人口 10 万人に下げ、それ以上の人口の市は市の許可でよいこと
とする 15。
14
15

印南一路「社会的入院の研究」東洋経済新聞社 2009、p.148。16.5 万床は一般病床の約 25% に当たる。
実施者は、現行特養のように入所者 30 人以上を都道府県の許可責任とするのは、特に東京都を見ると↘
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⑤

第 5 章で述べたように、医療と介護の連携を始める義務を負わせる者は介護支援専
門員（ケアマネジャー）とし、居宅療養管理指導費は廃止して情報提供料に改編し、在
宅療養支援診療所でないが在宅時医学総合管理料を取っている医師にもサービス担当
者会議への参加
（文書を含む）の義務を負わせた上、居宅療養管理指導費に相当する情
報提供料を上乗せする。

⑥ 第 6 章で述べた医療サービスと介護サービスの連携に有効に機能する個人 IC カード
を導入する。

第4節

まとめ

まず、オランダの AWBZ と日本の介護保険の違いを明確にしておく。
1

負担については、保険料率が大きく違う。オランダは 12.65% だが、これは若年者への障

害給付も含むので、それを引くと約 8.4% 分が高齢者給付と考えられる。しかもこれは、すべ
て個人負担で使用者負担はない。オランダの場合、給付費の 4 分の 3 が保険料で、残りがサー
ビス利用者の一部負担と国の負担である。
全体として見ると、日本国民の介護保険料負担はオランダの AWBZ と比べると、若年層で
は 10 分の 1 程度と考えられ、負担の格段に大きいオランダが AWBZ のサービスを WMO に
移したからといって、それがそのまま日本に妥当するとは言えない。
2

給付については、オランダの AWBZ が 1 年以上の医療、施設給付及び在宅の看護・介

護サービスを提供しているが、施設給付には医師 1 人を擁するナーシングホームを含んでおり、
在宅の医療そのものは家庭医に対し ZVW から給付される｡ このようなシステムを日本に引き
直せば､ 医師 1 人が必置の老人保健施設に長期入所させる
（医療保険で回復期病院やリハビリ
病院を置くなら老人保健施設の短期性は失われるため長期化が妥当）
、又は特養に医師を置い
た場合は報酬を増やして介護保険から給付することとし、その代り、介護保険の医師に支払わ
れている居宅療養管理指導を廃止して情報提供料に改編し、さらに医療療養病床を含め療養病
床を廃止するのが適当と考えられる。
3

日本の政策への反映

医療・介護サービス提供におけるオランダ方式のメリットは、医療保険が短期対応に限られ
ること
（ただし、医療費の対 GDP 比は介護施設の費用を除いても 9.2% と高い）
、デメリット
は費用がかかり過ぎるとしてインフォーマルケアに回帰し、長期保険の機能を縮小しようとし
ていることである。これを日本に反映させるとすれば、わが国の介護保険制度における規定路
線の介護療養病床の廃止だけでなく、医療療養病床も廃止し、保険者の個々の患者管理を厳格
化して 1 年間以上入院を続ける結果となる患者への医療保険給付は多くの場合廃止すべきであ
る。その結果、多くの医療療養病床の存続が難しくなるとすれば、その代り、現在の療養病床

合理的ではなく、市町村の大型化を図り、例えば、①人口 10 万人、高齢化率 30％の市で特養定員 450 人、
老健定員 450 人の施設を持つ、といった観点から人口 10 万人を最低規模とする案や、②都区部は自力で特
養のすべてを負担することとし、都からの財源移譲を行う案などが考えられよう。
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より大幅に費用抑制型の医師 1 人の施設で長期入所できる介護施設類型を新たに作り、療養病
床をそれに転換させるべきである。
家事援助を市町村事業である地域支援事業に委ねるのは、わが国においても介護保険導入以
前の形に近くなることを意味するが、オランダのように社会保険によるサービス提供を断念し
てはいない。地域支援事業のうち保険料の入る事業はあくまでも介護保険事業のひとつであり、
ただし保険給付本体と異なり事業に使ってよい費用には上限
（現在は総介護事業費の 3%）が設
けられているので、これを適切に引き上げることによって、国民の支持を得つつ費用抑制を
図っていくことが適切であろう。
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第2部

Workshop

（2013年10月26日

早稲田大学７号館）

日本とオランダにおける医療サービス及び
介護サービスの連携

Session 1 日本とオランダにおける医療・介護サービスの特徴
オランダの医療・介護保険制度

Herbert Rolden

オランダの医療・介護保険制度は健康保険法
（ZVW）
、特別医
療費保険法（AWBZ）、社会支援法（WMO）の 3 つの法律に基づい
ている。まず ZVW についてだが、歯科治療から入院まで、基本
的に短期間の医療行為全てを網羅する。それに対して AWBZ は
LTC (long-term care) 長期療養・介護サービスといわれるように、
例えば 365 日以上入院する場合には AWBZ を通じて補償される。
WMO は地方自治体が供給する介護サービスである。
ZVW の趣旨は、18 歳に達したオランダ市民は、法律に基づいて
誰でも保険サービスを受ける権利を有するということ、但し所得の 5.65％の税金を支払って、
規制された保険市場から保険者を選ぶ義務があるということである。医療保険がカバーする基
本パッケージの内容は政府によって決められており、残りの任意パッケージの内容、価格をめ
ぐって保険者が競争する。
AWBZ の趣旨も、18 歳から所得の 12.65％の保険料を支払い、長期療養・介護サービスを
受ける権利があるというものである。CIZ から認定を受ければ、サービスを受ける資格を生じ
るが、収入によって自己負担額が決められている。
WMO は ZVW や AWBZ とは異なり、市民の権利ではなく、地方自治体がそれぞれの能力
に応じて介護サービスを支給する福祉制度の枠組みを定めた法律である。これも CIZ または
地方自治体からの認定を取る必要がある。原資は地方税と政府からの補助金である。
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日本とオランダの医療サービス及び介護サービスの基本的特徴

庄司啓史

日本はオランダよりも地方自治体の数が多く、人口密度はオラ
ンダの方が高い。日本の方がやや寿命が長く、高齢化も進んでい
る。オランダは日本よりも遥かに早い段階で LTC サービスを導入
している。在宅サービスの利用率は大きく変わらないが、施設利用
率はオランダの方が高い。現状の人口増加率はオランダの方が高い
が、2030 年代後半には、オランダも人口減少する見通し。両国と
も出生率は低下傾向であったが、オランダは 1990 年代頃から反転
している。また両国とも出生時平均余命は伸びている。財政状況は、
日本のそれがオランダより遥かに悪い状況であるなか、1000 人当たりの医者、看護士の数は
オランダの方が多く、病院、一般病院の数は日本の方が遥かに多い。さらに 1000 人当たりの
病院のベッド数は日本の方が遥かに多く、LTC ベッドの数はオランダの方が遥かに多い。平
均入院日数及び入院日数の中で実際に医療行為が行われた日数の平均はどちらも日本の方が長
い。またオランダでは入院日数と医療行為が行われた日数に殆ど差がない点が特徴的だ。介護
サービス支出の対 GDP 比率をみると、オランダの方が日本より高く、それは施設介護におい
て特に顕著である。また日本では僅かではあるが、民間サービスの利用がみられる。一方、保
健サービス支出の対 GDP 比率をみると、オランダの方がやや高いが、それは介護サービス支
出に起因する。また両国の健康状態の認識を調査したアンケート結果をみると、全年齢区分で
オランダ人の方が日本人より遥かに健康だと感じている。これは日本人の国民性に起因するも
のかもしれないが、実際に健康状態に差があるかどうかの検証が必要である。日本の介護保険
制度ではサービス費用の 90% を保険者が支払い、10％を被保険者が自己負担する。保険者の
財源は保険料と税金が半々である。オランダでは保健サービスの範囲に医療サービス、長期療
養介護サービス、社会支援を含むが、日本は医療サービスのみが含まれる。LTC サービスの
対象については、オランダでは AWBZ は高齢者だけでなく高齢者以外も対象だが、日本の介
護保険は殆ど高齢者のみが対象である。

Session 2 医療・介護サービス提供におけるオランダ方式の
日本への含意
医療制度の日蘭比較：日本における「規制された競争」の実現可能性

大森正博

世界の公的医療保険制度の殆どは、効率的に、かつ公平にという同じ目的を持っているが、
各国のやり方は様々である。
日本とオランダは共に医療保険を社会保険制度として構築したが、その制度のあり方と運営
方法は大きく異なっている。なかでもオランダにおける
「規制された競争」
の導入は、効率性と
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公平性を達成する上で、大きな役割を果たしていると考える。
まず医療保険における日本とオランダの費用対効果の比較を行っ
てみよう。より良い医療保険制度とは高い費用をかけずにより良い
実績を残すことである。仮に費用の指標を医療支出、実績の指標を
寿命とすると、少ない医療支出でより長い寿命を得られた場合、そ
れは良い医療保険制度ということができる。2011 年の日本の平均
寿命は、男性 79.4 歳、女性 85.1 歳であり、オランダのそれは男性
79.4 歳、女性 83.1 歳である。一方、医療支出の対 GDP 比率につい
て述べると、2000 年から 2010 年まで一貫してオランダが日本を上
回っている。こうしてみると、日本はより少ない費用でオランダとほぼ同等の実績を上げてい
ることになる。しかしこれはあまりにも単純化されたモデルである。
このモデルの精度を上げる為には、高齢化率や医療の質など多くの要素を検証する必要があ
る。
ここではオランダと日本の医療制度メカニズムの効率性、公平性を検証するために、医療制
度、保険者の役割と機能、資金調達方法と財政制度、そして医療制度における役割分担を検証
する。
まず医療制度をみてみよう。日本では抗がん剤の一部などを含む先端医療を除く医療サービ
スが、強制加入の公的医療保険でカバーされる。主だった特徴を挙げると、1）
日本には協会け
んぽ等、9 つの保険者が存在する、2）被保険者は年齢や職業など社会的属性によって、加入す
る保険が決められている、3）
被保険者の加入保険があらかじめ決められていることにより、リ
スクが公平に分散されない。例えば 75 歳以上の後期高齢者をカバーする保険者は後期高齢者
医療広域連合であり、かつて被用者が加入する被用者保険に加入していた被保険者は、退職と
共に市町村が保険者である国民健康保険に加入する。4）
一部の保険制度は規模が小さい為、
「規
模の経済性」が働かない。5）被保険者が保険者を選択することができない。被保険者が加入す
る保険は年齢や職業などの社会的属性によりあらかじめ定められている。6）
保険者に廉価で良
いサービスを提供しようという効率を追求するインセンティブがない。7）
民間の医療保険会社
の役割が、癌治療の一部や入院費用等に限られている。
それに対してオランダでは、1）2006 年に医療保険サービスの殆どが Compartment 2 に統
合され、また、2）
民間の保険会社がより重要な役割を担うことになった。歯科治療や追加のリ
ハビリテーションは強制加入の保険制度からはずされ、Care Insure 等民間の保険会社が提供
することになった。3）被保険者は Compartment 2 に所属する保険者を自分で選ぶことができ
るようになった。4）
被保険者が保険者を選択するため、保険者間の競争が可能となった。
次に保険者の機能と役割について述べる。日本では保険者が利益を追求することなしに、公
的医療サービスを提供する。保険者は医療サービスが保険制度の範囲でカバーされている限
り、サービス提供者全てと契約を結ぶ義務を負っている。医療サービスの価格は中央政府の管
理下に置かれており、患者は保険者を選ぶことはできず、また保険者は医療サービス提供者
を選ぶことができない。他方、オランダでは、保険者は営利目的であってもなくても差し支
えない。保険者同士の統合が比較的容易な為、2006 年から 2012 年までの間に保険者総数が減
り、規模が拡大している。保険者は Compartment 2 と Compartment 3 の両方のサービスを
提供することが可能である。保険者は全ての医療サービス提供者と契約を結ぶ義務に縛られな
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い (selective contract)。被保険者は原則として年一回保険者を見直して選択し直すことが可能
である。医療サービス価格の殆どは保険者と医療サービス提供者との協議に委ねられる。ここ
で保険者は効率性を追求し、質の良いサービスを廉価で提供しようというインセンティブが生
じる。
3 つ目は医療保険制度の財政だが、医療保険制度の財政については世界各国で大きな問題と
なっている。医療技術の進歩が治療の費用を大きく押し上げていることが一つの原因である。
人々は収入に関係なく、ときには高額な治療を必要とする。医療保険制度における公平性、正
当性を重視する限り収入が低いからとって高額治療を受けることができないのは、受け入れが
たいことである。そこで何らかの形の所得分配が行われなければならないが、通常は所得分配
を通じて効率性が損なわれる。
さて日本の医療保険制度の財政についてだが、2011 年の医療支出合計のうち、保険料負担
が支出に占める割合は約半分の 48.5％、自己負担が 12.7％、政府の補助金からは 38.1% が投入
され、医療支出の 3 分の 1 以上を占めている。何故政府補助金の支出割合が大きいのか例を挙
げると、1）後期高齢者医療の支出のうち、約 50％を政府補助金が、約 40％を被用者保険と国
民健康保険が支出している。2）国民健康保険はおよそ 43％をその殆どが租税である政府の補
助金から受け取っている。保険者間のリスク分散が公平でないためで、つまりリスク均等化は
税金を通じて行われている。3) 生活保護受給者等、特別な目的の医療支出は税金で賄われる。
保険者の一部、特に国保の財政は独立しておらず、効率的であろうとするインセンティブはみ
られない。
オランダの医療保険制度の財政についてみてみると、医療保険制度 (ZVW) の支出は所得比
例保険料が 51％、定額保険料が 38% を占め、自己負担は殆ど存在しない。Compartment 2 に
対する補助金の
「マクロ医療予算」は、日本と比較して補助金の使い方が単純で、所得配分は
「マクロ医療予算」と
「定額保険料」を通じて行われていると考えられる。そして効率化は
「規制
された競争」を通じて担保される。
「規制された競争」の最も重要な点の一つは、Compartment
2 における供給者と受給者がそれぞれ独立していることである。
ここで日本とオランダの違いの要点をまとめてみる。日本の後期高齢者医療保険及び国民健
康保険は租税を原資とした補助金に多くをたよっている。両者ともその殆どが、勤労者を被保
険者とする他の保険者から支援助成金を受け取っている。高齢化が進むにつれ、上記の補助金、
支援助成金を支払う若年人口の割合は減ってくる。また両者とも
「甘い予算制約」
問題を抱えて
いる。オランダの場合は、
「規制された競争」が導入されるに従い、定額保険料の上昇がみられ
る。医療サービス市場と医療保険市場の効率化は達成されたといえるのだろうか？

定額保険

料は逆進性であるため、一部では定額保険料の負担が問題となるはずである。18 歳以下には
政府から補助金が支給される。では低所得層についてはどうなのだろうか？
さて 4 つ目の課題は、医療保険制度における役割分担である。
「市場の失敗」を回避する必要
があるため、医療制度において完全にルールに則った役割分担を徹底するのは不可能である。
オランダでは政府が医療制度において市場メカニズムを働かせるよう努力している。保険者と
医療サービス提供者に医療サービスの価格を交渉させている。ただし、情報の非対称性のため
に、需要サイドの要求を徹底させるのは難しい。医療の需要は医療サービス提供者、特に医者
と患者の間で決定される。医療の知識のある医療サービス提供者は、患者のサービス需要に影
響を与えることができる。
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医療市場において効率性を追求するためには一次医療、二次医療、三次医療を明確に分化す
る必要がある。日本では一次医療と二次医療の役割分担を明確にするため、紹介状なしで病
院で診療を受けるためには追加の初診料が必要である。一方オランダでは、役割分担のため
に GP システムを採用している。日本では追加初診料を導入してからは病院の数は減ったもの
の、高い初診料を利用した役割の分化は不完全のように見受けられる。一次医療と二次医療の
役割分担を推し測る上で、病院数は指標の一つである。日本の病院数合計はおよそ 9,000 であ
り、70％は病床数が 200 未満である。また 70％が私立病院である。一方、オランダの病院数
合計は 100 であり、一人当たりの病院数は日本の 11 分の 1 に相当する。
最後に日本の医療制度改革について、また仮に
「規制された競争」
を日本に導入した場合につ
いて述べたいと思う。医療制度には効率性が不可欠である。社会保障制度において、保険者が
被保険者を代弁するという考え方は、効率性を上げる唯一の方法であると考える。1) 効率を
上げる一つの方法は、保険者が利益を追求できるようにすることであるが、日本では利益追
求の企業は保険者になることができない。2) 医療サービス市場と医療保険市場での効率化は、
価格と医療サービスの質のせめぎあいを通じて達成される。オランダの場合は、医療サービス
価格の一部は医療サービス提供者と保険者の間で決定される。保険料については、保険者が定
額保険料を設定する。また規模の経済性も重要な役割を担う。日本においては保険者の規模が
小さい場合があるため、統合が必要である。4) 保険者の自立と独立が重要である。既にみて
きたように、一部保険者は政府の補助金にたよっている。医療制度で平等を達成するためには
リスクの分散化、平等化が不可欠である。GP システムも極めて有効であるといえる。日本に
GP システムを導入するのは難しいことだが、導入する価値があると考える。
【ディスカッション】
＜ Marieke ＞ 2006 年から多少単純化されたとはいえ、複雑なオランダの医療制度をよく調
査されたと思う。日本もオランダも医療保険制度の中に社会システムを構築しているが、それ
を日本は「公的医療保険制度」
と呼ぶのに対し、オランダでは
「民間医療保険制度」
と呼んでいる。
オランダの医療保険法には強制加入であることが明記されており、未加入のオランダ人は一
人もいない。オランダには Compartment 2 と Compartment 3 の 2 つのタイプの保険がある。
GP から病院診療に至る基本的な診療と、歯科治療や理学療法などのために任意で加入する保
険で、保険料金は様々だ。
「規制された競争」はインセンティブを喚起するモデルという日本の
考え方は面白いと思う。2006 年にこの「規制された競争」の改革が行われたが、そこで我々が
学んだことは、このプロセスは非常にゆっくり進行するということだった。保険者は医療サー
ビス提供者と協議して、医療の質を上げ価格を下げようと努力する訳だが、彼らは自分の役割
が大変難しいことを認識した。協議の場で自分たちの立場が極めて不安定であることを実感し
た。そして去年と今年、健康厚生スポーツ省のプレッシャーにより、薬価についての議論が活
発化した。我々はそこで初めて、医療サービス価格は現在高くなっているのではなく、むしろ
安定していることを学んだ。オランダでは既にジェネリック薬品しか処方せず、オリジナルの
ブランド薬品が入手できるのは特別の場合に限られる。この事実を踏まえて健康厚生スポーツ
省は、保険者に薬価に関しさらなるプレッシャーをかけた。この効果は絶大なものだった。プ
ロセスそのものは大変遅いものだったが、医療価格を下げるのに大きな功を奏した。
保険者の規模の経済性については興味深い考え方だ。オランダには 30 超の保険者がいる。
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ただそれらは 5 社の持ち株会社に保有されており、ある意味オランダ住民は騙されているとも
いえる。自分はこれはやや危険であると考えている。5 社だけで市場を支配することが可能だ
からだ。だから外側からみるとよく見えるかもしれないが、十分注意する必要がある。
また低所得者についてだが、彼らも定額保険料を支払わなければならない。ただ所得が極め
て低い場合には割引がある。割引は課税所得に対して計算され、半額が返還される。われわれ
は全ての人々が医療サービスにアクセスすべきだと考えるため、このような補助を設けている。
といって GP のもとに毎日人が押し寄せる、という状態も望んではいないので、最初の 350
ユーロは病院費用、薬費用として自費で支払うことになっている。GP は無料だが、病院で治
療を受ける場合は最初の 350 ユーロを支払う。オランダでは病院の利用料は GP の利用料より
も遥かに高く、また医者の所得も GP の所得より遥かに高い。
＜ Rolden ＞医療制度を効率的に運用するためには利益の追求が重要だということだが、オ
ランダで保険者がやろうとしていることは、保険料をなるべく安く抑えること、それから提供
する医療技術の幅を広げるのではなく、多様化することだ。
（車の保険と同様、人々は保険料を
下げようとして、特約を減らす。
）
オランダでは、協議の結果初めて価格が決められることに触れているが、それはわずか
30％に当てはまることで、未だに価格の 70％は政府が決めている。つまり病院ではある特定
の医療サービスに関し、あらかじめ決められた保険料が適用される。結果として病院は診断過
剰かつ処置不十分になりがちだ。あらかじめ設定された価格を適用しながら、診断過剰で処
置が不十分であれば利益が上がる。健康保険法が施行されてから、オランダの医療支出の対
GDP 比率は極めて急激に上昇した。
また我々は将来的には医療サービスの価格について協議するだけでなく、能力のない病院に
は保険金を給付しないことも必要だと考えている。年に 10 回しか手術が行われないような規
模の小さな病院の場合、保険者がその病院を医療専門家とはみなさず、契約を打ち切る判断を
することが重要だ。将来的には価格だけでなく、このような協議も必要になってくると思う。

日本の中高年の受診行動と日常生活

井深陽子・庄司啓史

医療資源の有効活用に関する近年の研究の多くは、実際に医療
サービスを受けている個人における医療機関利用と介護サービス利
用との関係に着目しているが、実際に介護サービスを利用していな
いものの介護サービス・ニーズを有する者における受診行動につい
ては未だ取り上げられていない。今回のリサーチの目的は、中高年
の受診行動と身体機能の関係に着目し、通院と潜在的介護ニーズの
関係を明らかにすることである。その為、このリサーチでは研究の
多くが注目している
「入院患者」ではなく、
「在宅個人」を取り上げる。
同時にこれまでの研究においては、社会的入院を介護の代替とした医療資源投入の評価が中心
であったため
「費用」
にのみ着目していた。よって、医者や病院を訪れていない在宅個人に目が
向けられていなかったが、今回はそうしたサービスを利用していない個人も考慮に入れる。
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回帰分析においては、受診行動を表す変数として、一月あたりの受診回数と、一回及び一月
あたりの医療費用の支払額を取り上げる。データはパネルデータを用い、50 歳以上の中高年
をターゲットとして、Pooled OLS、固定効果モデル及び Tobit モデルを使用する。
≪データ≫
データは独立行政法人経済産業研究所、国立大学法人一橋大学、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）
（ 以下
」
JSTAR）の第一回調査
（2007 年）と第二回調査
（2009 年）の個票データを用いる。データは都市
部及び非都市部の市区町村から収集され、2007 年調査では足立区、金沢市、白川町、仙台市、
滝川町の五市区町、2009 年調査はそれらに鳥栖市、那覇市が加わった。調査対象年齢は、50
歳以上の在宅の男女個人である。
≪変数≫
受診行動を表す被説明変数として、①月あたりの受診回数、②
（一回以上受診した回答者
における）一回あたりの医療費の個人支払額
（対数値）
、③一月の医療費の個人支払額合計
（対
数値）を採用した。本研究で主に着目する身体機能を表す説明変数としては、主な日常動作
に関する指標として高齢者の日常動作の機能測定で最もよく用いられる指標の一つである
ADL（Katz Index of Independence in Activities of Daily living）
を第一の指標として選択した。
ADL 指標は、食事や排泄、移動、入浴等の基本的な行動についての質問項目 1 から 6 のうち
どれか一つでも「さしつかえある」と回答した場合に 1、それ以外で 0 をとる二値変数を用い
た。第二の指標は、その他の日常動作として MSFMs（可動性、細かい運動機能等）
に着目した。
その他の日常動作指標は、ADL 指標と比べると生活面において軽度の身体機能を表す指標で
ある。ここでは ADL 指標と同様、質問項目 7 から 15 のうちどれか一つでも
「さしつかえがあ
る」と回答した場合に 1、それ以外では 0 をとる二値変数である。この２つの変数を用い、潜
在的介護ニーズを評価した。個人属性のコントロール変数としては、調査時点年齢、性別、配
偶者の有無、主観的健康感、過去一年間の受診の有無、かかりつけ医の有無、また家族属性の
コントロール変数として、一番近くに住む子どもの所在地、配偶者の身体機能の２指標を使用
した。
≪結果≫
1. 一月当たりの受診回数と MSFMs 指標の間には正の相関関係が存在したが、ADL 指標に
は受診回数との相関関係は見られなかった。固定効果推定により、観察されない個人の異質性
をコントロールすると、受診回数との関係は弱くなる。従って、観察されない人々の持つ特性
は、MSFMs 指標と受診回数の両者と正の相関関係を持っているといえる。この結果を係数の
推定値の大きさとともに解釈すると、他の日常動作
（MSFMs）に困難を感じる個人は、そうで
ない個人に比べて、
（他の説明変数を一定とした上で）一月あたり平均 0.4 回多く受診している
ことを表している。
2. 一回当たりの医療費の個人支払額と、ADL、MSFMs の間には相関関係はみられなかった。
つまり治療の費用
（本研究では、疾病の種類の代理変数）
は、身体機能に不具合があるなしに関
わらず（ADL、MSFMs 指標に関わらず）
、同額であることを表している。
3. 一月当たりの個人支払額合計と、MSFMs の間には統計的に有意に正の相関関係がみられ
た。MSFMs 指標に何らかの問題を抱えている場合、個人の月間支払額合計はおよそ 70％多
くなる。一月当たりの受診回数と MSFMs の間には正の相関関係があり、一回当たりの支払
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い額とは統計的に有意な相関関係が見られなかったことから、このことは一回の支払額が増え
たというより、受診回数が増えたと解釈するのが妥当である。
4. 現在の制度では、70 歳を超えると医療費自己負担額は 30％から 10％に政策的に減額され
ている。では、この自己負担の減額は医療機関利用に影響するのだろうか？個人が医療サービ
スを介護サービスの代替としているならば、自己負担の減額は医療サービス使用の増加につな
がるはずである。つまり 70 歳以上は受診回数が増え、一回ごとの支払額は減ることが予測さ
れる。ところが我々の予測とは逆に、70 歳以上で MSFMs に何らかの問題がある場合、受診
回数が減るという結果が得られた。
【ディスカッション】
＜ Rolden ＞オランダでは長期療養サービスは障害者がより多く利用している、というデー
タがある。説明変数に身体障害者を加えると、他の全ての説明変数が有意でなくなる可能性が
ある。長期療養サービスもそうだが、これは医療サービスにもいえるのではないか。また、人
は高齢になるにつれ、体調が悪いという状態を受け入れ易くなり、医者を訪れなくなる可能性
がある。
＜井深＞それらも一つの可能性であり、コントロール変数に入れる必要があるかもしれない。
＜ Rolden ＞ ADL ではなく、MSFMs の方に相関関係があり、受診回数が多くなるのは何故
と考えるか？
＜井深＞一つの可能性は ADL と受診行動には実際に相関関係が存在しない場合。もう一つ
の可能性としてはサンプル・サイズが小さいために本来なら相関関係があるにもかかわらず、
捉えられていない場合。サンプル・サイズが大きければもう少し精緻な議論ができるはず。
＜菊池潤＞入院に関する仮説はあるか？
＜井深＞入院はモデルに入れていない
（データがない）
ので仮説はない。
＜菊池＞もともと社会的入院を介護のかわりにするという代替の話だったのに、なぜ外来の
みを取り上げ、入院を除外したのか。もう一つは一月当たりの支払額合計に関し ADL では逆
の結果が出たということだが、年齢が上がると外来に行く回数は減る。
＜井深＞医者へのアクセスそのものが難しくなるので外来に行かなくなる、ということはあ
ると思う。ただ基本的に年齢ではコントロールされているモデルなので、ある程度はコント
ロールできているはず。ただ ADL がマイナスになっているのは事実なので、データを細かく
見てチェックしたい。最初の質問は本質的なことに言及しているが、もともと社会的入院とい
う問題があって、その部分はリサーチが進んでいる。単に代替という意味からいうと、入院と
施設介護の問題を調査するのは必然だが、それに加えて在宅個人の受診行動そのものに関する
リサーチが少ないという問題意識から入っ
た。在宅の人が病院への通院を介護サービ
スの代わりに使用することはそこまであり
うる可能性ではないと思うが、通院と介護
の状況に関して基礎的なデータを提示する
という意味も含めて、今回こういう研究を
するに至った。
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日本とオランダの高齢者介護支出の比較

府川哲夫

このセッションではマイクロ・シミュレーションモデルを使用
して、日本とオランダの将来を比較し、課題を検証する。オラン
ダの公的介護保険 AWBZ は高齢者に限定されていないが、ここで
は高齢者の介護サービスのみを取り上げる。我々は仮定を多く用
い、日本とオランダに同じシミュレーションを実施し比較した。
モデルを作成するにあたって、65 歳以上の高齢者を依存レベル
0 - 完全自立、レベル 1 – 一部障害があるが基本的に自立、レベル
2 - 一部依存、レベル 3 - 大きく依存、レベル 4 - 死亡に分類した。
レベル 3 が日本の介護サービスのレベル 4 と 5 に相当する。シミュレーションを通じて日本の
合計特殊出生率は 1.4 人、オランダは 1.7 人、死亡率は徐々に低下し、2060 年の日本の平均寿
命は男性 84.1 歳、女性 90.2 歳、オランダはそれぞれ 80.9 歳と 85.7 歳と仮定した。
日本の人口は既に減少し始めており、2060 年には 9,000 万人にまで落ち込むと推定されてい
る。オランダについては、シミュレーションには含まないが、移民の影響を考慮すると人口は
安定すると考えられる。65 歳以上の高齢者が人口に占める割合は、日本は 2060 年には 40％近
くに達するが、オランダは 30％に至らない。日本の方が高齢化の影響は遥かに深刻であると
いうことができる。
さらに 65 歳以上、及び 70 歳以上の人口をそれぞれ 25 歳から 59 歳までの人口で割った 2 種
類の高齢者扶養負担 (elderly dependency) に関しても、又、80 歳以上、及び 85 歳以上の人口
をそれぞれ 50 歳から 69 歳で割った 2 種類の高齢者介護サービス負担
（elderly care burden）
に
関しても、日本はオランダと比較して、現在及び将来的にも負担が大きいことがシミュレー
ションで確認された。
65 歳以上の高齢者を依存レベル 0-3 に分類した分布のシミュレーション結果では、日本、
オランダ共に依存レベルの高い「レベル 3」に増加傾向がみられた。将来の医療支出と介護支
出を予測するにあたってのベースラインとして、日本は 2010 年における対 GDP 比率での医
療支出が 7.8％、介護支出が 1.6％、一方オランダは 2011 年における対 GDP 比率での医療支
出が 8.7%、介護支出が 2.7％を使用した。これらに日本の厚生労働省が作成した年齢別支出プ
ロファイル (age-related expenditure profile) を日本とオランダの両方に適用し、両国の医療
および介護にかかる将来支出を予測した。EU の報告書によると先進国の年齢分布は類似し
ているため、日本のプロファイリングがオランダにも適用可能と判断した。この試みは、マ
イクロ・シミュレーションモデルで算出した将来の年齢グループ別の人口 (future age-group
population) を医療支出に関する年齢別支出プロファイル (age-related expenditure profile) に
当てはめ、両国の将来の医療支出を予測することである。将来の高齢者 LTC 支出に関して
は、2 つのケースを用意した。ケース 1 は医療と同様、将来の年齢グループ別の人口 (future
age-group population) を介護支出に関する年齢別支出プロファイル (age-related expenditure
profile) に当てはめることにより、将来の介護支出を予測する。ケース 2 では、高齢者 LTC 支
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出が依存レベル 2 と 3 のみで発生するとし、レベル 2 の費用をレベル 3 の費用の 3 分の 1 と仮
定した。
シミュレーションの結果、人口統計学上の要因のみを考慮し、物価と医療技術の進歩をモデ
ルに入れない場合、日本の医療支出は 2040 年にピークを迎えてから下降することが示された。
オランダも同様だが、ピークは 2040 年に訪れる。それに対して介護支出の方は、両国とも推
計期間を通じ継続して上昇した。ここで得られる暫定的な結論は、介護支出をコントロールす
ることが両国にとって最重要ということである。
まとめとして以下 3 点を挙げる。
オランダの AWBZ は長期的医療制度と介護保険制度を統一した典型例である。つい最近、
日本でも介護保険制度のうち要支援レベルのサポートを自治体に移管しようという議論があっ
た。従ってオランダでの AWBZ（資格）から WMO（福祉）への社会支援の移管は日本の改革
に先行した例であるともいえる。
日本のデータによると、90 歳以上の高齢者についての介護保険支出は医療支出よりも大き
いことが既に知られており、我々のシミュレーション結果をみても、将来的には介護保険支出
をコントロールすべきであることは明らかである。今回のように人口統計学的要因のみ考慮し
たモデルでは、日本、オランダともに医療支出はピークに達し、その後減少することがわかっ
ている。高い高齢化率にもかかわらず、日本の医療支出の対 GDP 比率は今のところ低く留
まっているが、医療技術の発達と人々の医療サービスへの期待が増すにつれ、医療支出は益々
増加すると思われる。
オランダは日本と比較した場合、医療支出及び高齢者 LTC 支出共に、現在及び将来におい
て、対 GDP 比率で日本より大きい。これらを鑑みて LTC の利用状況と成果を比較すること
は有意義なはずである。AWBZ の範囲を縮小するために、ZVW に短期リハビリテーション等
を、WMO に社会支援部分の支給を移管したことは注目する必要がある。またオランダでも日
本で既に行われているケア・サービスそのものと住居費の区分けが行われようとしている。介
護保険制度への持続可能な資金供給に加え、より消費者主導型のサービス内容は、両国の改革
の目的である。オランダのアプローチである効率化へのインセンティブ推進、医療・介護保険
制度における消費者主導は、日本での改革の議論に資するところがある。
【ディスカッション】
＜菊池＞介護支出を対 GDP 比でみると、日本 1.0％、オランダ 3.8％であり、65 歳以上の介
護保険受給者の割合や、65 歳以上の介護サービスにおける 1000 人当たりの介護ベッド数もオ
ランダが多い。しかし年齢分布はほぼ同等で高齢化は日本の方が進んでいる。このペーパーの
メッセージは医療・介護保険を持続してゆくためには介護支出をコントロールすることという
ことだが、何故オランダの介護支出は日本より大きいのか？
またモデルについてだが、ケース 1 の Age-related expenditure profile は殆どナイーヴ・モ
デルとはいえないか。ケース 2 で推移確率を使用するのはユニークといえる。ただし Case1
と Case2 が何故違うかを突っ込んでいない。ケース 1 とケース 2 の違いは何か？
の支出が両国とも大きくなるのは何故か？

ケース 2

ナイーヴ・モデルを使用したため、何か見落とし

ていることはないか？
府川：今回は介護保険支出をコントロールすることが重要である、という結論のみに限定し
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たい。推移確率を使用したのは、介護レベルは回復することがないからだ。ケース 1 とケース
2 の違いについては、このペーパーをさらに改善するために検討する。ただ、システムから軽
い要支援の部分をなくし、これを除外することによる支出合計に与える影響をみたかった。
＜ Marieke ＞第二次大戦の後、オランダでは多くの家屋が建設され、ベビーブームが到来
した。そしてベビーブーマーが成人し 20 歳、25 歳になった時、住む家と仕事が必要だった。
我々はリタイアしたばかりの 65 歳の人たちに、Elderly home に行くようお願いした。Elderly
home は小さなアパートにもかかわらず、庭付きの家に住んでいた人々にそう頼んだのだ。若
い世代が家族を持ち、子供を育てられるようにするためだ。そこで、実際にはその殆どが健
康であった 65 歳の退職者達が Elderly home に移ることになった。ただその時点では Elderly
home に行かなかった人々も 70 代になり高齢化し虚弱になると、Elderly home に住む権利を
獲得した。つまりオランダは若年層の住まいを確保するため、多くの Elderly home を建設し
た。そして高齢者が虚弱になると今度はナーシング・ホームも必要になった。結果として多く
の Elderly home とナーシング・ホームが建設された。経済は成長を続けており、一軒家から
わずかワンベッドルームの Elderly home に移るのだから、より住み易くしようということに
なった。そして家賃も食料も支払う必要がないことにした。あの時無料で提供できたのはオ
ランダに余裕があったからだ。そして今現在、その余裕がなくなってしまった。多くの人々
が Elderly home やナーシング・ホームを利用した結果、費用は膨大なものになった。そして
今現在、部屋代やクリーニング代、食事代などを含むホテル・コストは自費だ。ホテル・コス
トとサービス・コストは支払ってもらうというのが政府の方針だ。その為に大きな議論があり、
結論が出るまでには 10 年を要した。このような歴史のために OECD の平均と比較しても、オ
ランダの LTC 支出は莫大なものになった。
政府は WMO を作り、介護サービスの一部は医療・介護保険制度から福祉制度に移行した。
つまりそれほど介護が必要でない人々は、福祉制度に移動した。これは家族介護者やボラン
ティアなどの Informal care giver がもっと必要になることを意味する。高齢者が自宅になる
べく長く留まるためには、ボランティアがもっと必要だ。問題なのはオランダにはボランティ
アは沢山いるが、殆どが女性であり、現在益々フルタイムの仕事を求めていることだ。
Rolden：ナイーブ・モデルで欠落しているのは死に至るまでの時間だと思う。数学的な問
題ではあるが、モデルを精緻にするためには ”Age to death model”は重要だ。医療費の高
騰は高齢化そのものではなく、死に至るまでの費用が主な原因といえる。残酷な言い方だが、
「死」は非常に高くつく。死亡年の個人は、死亡年に至らない個人と比較して、医療費が 15 倍
かかるというデータもある。モデルの中で寿命が伸長するのは支出が先送りされ、大きな支出
が人生の後に発生するということだ。人の一生の一番最後に一番大きな支出がある、という
事実は考慮すべきだと考える。オラン
ダでは死に至る直前の費用をどのよう
に抑えるかが大きな議論になっている。
医者と患者が話し合い、死を受け入れ
易くするのも一つの方法だ。もちろん
死を扱うのは大変難しい議論だが、一
言付け加えたかった。
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Session 3.1 入院から施設介護や在宅介護へと移行する場合の
連携の問題
患者の転院・施設間移転に関するコーディネーション問題

Herbert Rolden

ここではオランダにおいて、患者が病院から LTC 施設に転院する場合、帰宅して居宅サー
ビスを受けるまでの手順と、そこで起こるコーディネーションの問題を述べたいと思う。
オランダでは一旦病院に入院したら、LTC 施設に転院するコーディネーションは病院が責
任を持って行う。病院がただ単に患者を退院させるだけ、ということはない。オランダの全て
の病院には必ずトランスファー・ナースがおり、病院から LTC 施設への転院を手配する。
トランスファー・ナースは介護サービスのコーディネートをする役割を担っている。彼らは
患者とその家族、医者、LTC 施設と話し合って、どのような介護サービスや施設が相応しい
か、また介護認定の取り方が適切かを判断する。但し最終的判断は医師が責任を負う。手配
するのはトランスファー・ナースだが、最終的な判断は医師が下すことになっており、患者が
帰宅を望んでも医師はナーシング・ホームに送ることができる。高齢者の入院で大きな問題は
ADL インデックスのスコアが入院中に落ちることだ。70 歳で入院する高齢者のうち、35％が
退院するまでに ADL インデックスのスコアを落としてしまう。高齢になればなるほど、ADL
インデックスは大きく落ちてしまうのが現状だ。
ここで実際に発生しているコーディネーション問題の例を挙げると、例えば退院する段階に
なっても、医師が高齢の患者と意思疎通が図れず、認定に必要な診断を下すのが遅くなる場合
がある。その場合には患者の GP に連絡して最新の診断についての情報を得るのだが、GP も
最近の診断がないことがあり、その場合には患者は何週間も病院に留め置かれてしまう。オラ
ンダでは医師が診断を下さなければならないのに、情報もバックグラウンドもなく、診断を下
せないことがあるのが大きな問題になっている。医師の診断なしでは患者は認定を受けること
ができず、受け入れ先がない。
様々な理由からトランスファー・ナースが来るのが遅い場合もある。そもそも認定の申し込
みそのものが大変手間のかかる仕事で、経験のあるトランスファー・ナースが丸一日費やして
申し込み用紙に記入し、必要なエビデンスの書類を集めることもある。トランスファー・ナー
スが来るまで、何日もかかるのも問題だが、彼らの仕事のやり方も様々であり、患者に面会し
ないトランスファー・ナースもいる。
転院、退院の際にはトランスファー・ナースが CIZ に認定を申請する。先に述べたように、
この申請プロセスに非常に長い時間を要する。又、医者、家族、トランスファー・ナースが診
断に同意して認定を申請しても、患者の老化が極めて早く進行し、高齢者ホームからナーシン
グ・ホームに転院しなければならないことがある。そのような場合でも、一旦認定が下りた後
では、最初から面倒な手順を全て繰り返さなければならない。
コーディネーションの問題は、1. コミュニケーションの不備、2. 役割の曖昧さ、3. 方針とリー
ダーシップの欠如、4. 需要と供給の不一致に起因すると考えている。コミュニケーションに関
しては病院から LTC 施設に必要な情報を全て送ること、トランスファー・ナースも含めた医
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療関係者が患者の希望を尊重し、転院プロセスでは患者の判断を優先することが重要と考える。
役割については、患者にとって医療・介護関係者の役割を明確にすることが重要である。複数
の関係者から矛盾する情報が患者に伝わり、混乱を招くことがあるためである。方針とリー
ダーシップに関していうと、病院や施設は規制された競争のもとで経営しているため、患者を
転院させる手続きの優先順位は低い。そこで病院はあらかじめ施設と転院の取り決めをしてい
る場合がある。これは法律違反ではないが、競争原理には反している。需要と供給の不一致に
ついては、ナーシング・ホームのウェイティング・リストが長いことが物語っている。
【ディスカッション】
＜堀田＞ 70 年代からのプライマリケアとセカンダリケアの統合の歴史をみると、オランダ
は統合に十分時間をかけている為、治療と介護の水平統合、垂直統合は日本より良いと思う。
日本ではどのように医療と介護の水平統合、垂直統合を行えば良いと考えるか？
＜ Rolden ＞治療と介護のコーディネーションは大変難しい。
「水平」についていうと、オラン
ダでは病院が規制された市場のプレーヤーであり、互いに競争しなければならない。これは病
院同士のコミュニケーション、コーディネーションの改善には寄与しない。一方
「垂直」
の方の
治療と介護の間では競争は問題にならないが、自己利益の追求が問題だ。病院側にとっては詳
細な患者情報を効率的に LTC 施設に送るという行為は、特に自分の利益にはならない。病院
が最低限の患者情報を介護施設に送ることを定めた法律を制定するのが大事だと思う。病院に
法的義務を課すことだ。もう一つは優れた IT インフラを構築し、病院と介護施設が同じシス
テムを使用してコミュニケーションの円滑化を図ることが重要だと考える。

病院から施設・在宅への患者の流れ

髙原弘海

私は現在、日本の西部に位置する人口約 70 万人の岡山県の医療・
福祉の事業体で働いている。このセッションでは、地方の現場から
みた日本の現状と課題について簡潔に報告したいと思う。
日本では医療の進歩や平均寿命の伸びに伴い、感染症などの急性
疾患が減る一方で、生活習慣病など慢性疾患が増加している。また
認知症高齢者が増加する中、認知症対策が大きな課題となっている。
急性疾患を治せばそれで解決という時代から、高齢者を中心に多く
の人が複数の疾患を抱えながら、次第に症状が悪化し、自立度が低
くなっていく中で、それを医療と介護・福祉がいかに支えていけるかが、ますます重要な時代
を迎えることになる。その意味では
「病院から施設・在宅への患者の流れ」
という一方向の流れ
ではなく、病院や施設、在宅といった社会資源の間の循環サイクルの中で考えるという視点
が重要になってくる。死亡場所を見ると、1950 年には約 80％の人が自宅で死亡していたのが、
2010 年には約 12％にまで低下し、逆に病院・診療所で死亡する人が約 80％を占めている。国
民の 60％以上が自宅での療養を望んでいるという希望と現実との間には大きなギャップがあ
る。オランダでは、自宅死亡率が約 31％、病院死亡率が約 35％という状況と聞いており、日
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本とオランダではかなり大きな違いがある。
今回のプレゼンテーションの準備として、岡山市において、医療、介護・福祉の第一線で活
躍中の医師、ケアマネージャー、介護施設管理者、大学医学部教授など 8 名の専門家の方々に
「医療と介護・福祉の連携に関する現状と課題」というテーマで訪問インタビューを実施した。
以下、その概要を紹介したい。
岡山市では、自宅で亡くなる人は約 10％となっており、3 人に一人が自宅で療養したいとい
う市民の意識調査とかい離がある状況となっているが、かかりつけ医が、知識と経験に裏打ち
されたコミュニケーションスキルで、それぞれの病状に応じた余命の見通しを含む説明をきち
んと行えば、在宅療養に関する患者や家族の不安感は一気に変わるケースが多い。現に、医師
や看護師、住民への啓発・研修により、サービス提供側の専門職と、サービス利用側の患者・
家族の双方の意識は変わるものと云う手応えを感じている。介護保険により制度面での対応は
かなり進んできたので、意識が変われば、在宅療養が進む素地は十分にある。
疾病により介護モデルは一様ではない。また、施設や在宅で暮らしていた人が入院し、その
後の受け入れ先がないため、急性期の患者への対応を行うべき病院が無用な入院を強いられ、
或いは、入院の引き受け自体を躊躇すると云った現状もある。急性期病院の退院後の受け皿と
して、高齢者に相応しいリハビリや在宅復帰を支援する病床が圧倒的に少ないという現実を改
善していくことが重要である。
2000 年に介護保険制度がスタートしてから 12 年半が経過し、制度はかなり定着し、サービ
ス提供事業所も増えてきており、在宅療養を支える基盤はかなり出来てきた。介護サービスを
担う人材についても、今後のニーズの増大に伴い、養成体系の見直しや人材確保のための緊急
支援事業などの取組みが行われてはいる。
ここでインタビューで確認できた現状と課題への対応案につき、私なりの考察をまとめたい
と思う。
看取りも含めた在宅医療など、医療と介護・福祉の連携による地域における包括的なサービ
ス提供の取組みは既に各地でかなり始まっている。ただし、現状は、このような取組みは、先
進的な地域におけるいわば点としての取組みの段階に止まっており、今後は、どうすれば、そ
れを点から面に、取組みを拡げていけるかが課題となっている。
これまでの先進的な取組みでは、医師をはじめとするサービス提供者が主導して仕組みを創
り上げてきたケース、市町村の行政とサービス提供者が連携して仕組みを創り上げてきたケー
スなど、地域ごとに様々なパターンで展開されている。
多くの患者、家族が自宅での療養を希望しているにもかかわらず、実際に在宅療養が困難な
大きな理由としては、
「家族の負担が大変」
「緊急時に不安」
、
などの点が挙げられる。それらの阻
害要因を取り除く在宅療養の基盤整備が基本であり、具体的には、必要なサービスが適切に組
み合わされて提供されることに加え、ベースとなる住まいの場の確保、特に低所得者向けの共
同での住まいの場の確保などの取組みが公的な施策として必要になるものと考えられる。また、
インタビューでも指摘されていたように、地域での包括的なサービス提供の取組みを拡げてい
く上で、サービス提供側の専門職と、サービス利用者側の本人・家族の双方の意識をいかにし
て変えていけるかも、重要なカギと考えられる。
またわが国の場合、西欧等と異なり、医師が医療法人を設立し、診療所や病院を経営すると
いう形で医療機関が整備されてきた歴史的経緯が背景にあり、診療所と病院、病院間の機能分
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担がはっきりしていない。インタビューで指摘されたリハビリや在宅復帰を支援する病床の不
足もこのことが一因と考えられる。できるだけ長く在宅で療養できるよう、医療・介護・福祉
サービスが包括的に提供される体制を整えていくことの重要性は言うまでもないが、大都市部
を中心とする後期高齢者の急増期の到来を踏まえると、急性期病院と施設・在宅をつなぐ受け
皿の量的拡大も現実的対応として必要なものと考えられる。そのためには、病院機能の再編と
いう課題への取組みは避けて通れないし、その他、老人保健施設の増床といった対策も検討す
る必要があるものと考えられる。
介護保険制度については、持続可能性を高める視点からの給付の効率化・重点化を図る一方、
地域包括ケアシステムの構築を支える視点からの給付や事業の再構築が図られる可能性が高い
ものと考えられる。その際、人口推移のパターンも異なる各地域において、それぞれの特性に
応じ、住まいの場を含む地域づくりとして地域包括ケアシステムをとらえ、介護保険の主体で
もある市町村が総合調整役として、民間事業者やボランティアなどの各種社会資源の力を活か
しながら、いわば地域の総力戦として、地域包括ケアシステムの構築に取り組むことが期待さ
れる。
2000 年の介護保険制度のスタートは、様々な困難を乗り越えて市町村が保険者となる大き
な節目であったが、今後は、医療・介護・福祉を核とし、住まいの場も含む地域づくりという
大きな課題にチャレンジしていくという意味において、いわば介護保険の第二幕という節目の
時期を迎えるものと考えられる。ただし、医療・介護・福祉に対する市町村の首長や職員の姿
勢や力量には大きな差があるのが現実であり、市町村に役割を期待する以上、地域ごとの格差
が生じることは認識しておく必要がある。
【ディスカッション】
＜府川＞これは質問だが、リハビリ病院のベッドを増やすべきという提言があったが、既に
日本の病院には多くのベッドがあるのではないか？

また、養成体系の見直しや人材確保のた

めの緊急支援事業などの取組みについてだが、具体的にはどういうことか？

日本の医療、介

護のコーディネーションは病院から自宅への問題か、病院から施設への問題か？

そして問題

の解決方法は？
＜髙原＞単純な病床の増は避けるべきだと思う。最初に庄司さんからお話しがあったように、
日本の病床数はそれでなくても多い。65 歳以上の高齢者が増えるのは 5 年後であり、75 歳以
上の後期高齢者が本当に増加するのは、10 年、15 年後だ。今ある病床の中で、リハビリテー
ションや退院支援を行える病床を増やすことが必要と考えている。つまり急性期の病床を切り
替えてゆくという対応が必要。リハビリテーションを支援したり、在宅医療を支援する医療資
源が少ない地域においては、老人保健施設のベッドの増が検討課題となることもある。2 つ目
の質問についてだが、医療、介護、福祉の連携が進んでいる地域は散見されるが、まだまだ数
が少なく、今後増やしてゆく必要がある。うまくいっているケースでは、医療、介護、福祉の
専門職の「顔の見える関係」
がうまく機能しているという共通点がある。ただ残念なことにそう
いった例はまだ少なく、例えば退院時のカンファレンスなど一部の地域でしか機能していない。
＜堀田＞日本とオランダの大きな違いは日本には GP システムがないということだ。これ
では入院先から施設へ転院する場合でも、地元の医者との継続的関係を持つことができない。
GP システムがあれば様々な関係を継続することができる。
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＜髙原＞日本でも 40 代、50 代の若手の開業医の場合、医療と介護の連携に熱心に取り組ん
でいるグループがある。そういう地域においてはうまく機能している。ただ日本では制度化さ
れていないところが問題だ。Rolden 先生からオランダにおけるトランスファー・ナースの役
割の重要性という指摘があったように、日本でも各病院に地域医療の連携室を作り、地域連携
を進める専門の看護師を配置するケースが増えており、機能してきてもいるが、残念ながら
GP と同様、制度化されていない。
＜ Rolden ＞日本では 80% が病院で死亡するということだが、これは他の国々に比べ大変な
医療支出へのプレッシャーになる。終末期の最後の週のコストが膨大だからだ。終末期につい
て自宅での死も含め、医師と患者が話し合うことによって、人生の質を高め、医療支出も減ら
せるという発想もある。またオランダにはトランスファー・ナースの他にネイバーフッド・ナー
スという制度もある。GP と居宅介護団体を援助するのが目的で、常に患者に目を光らせている。
＜府川＞ 80％という数字には、2、3 日しか入院していないケースも含まれているので、単
純に医療費増大のプレッシャーに置き換えることはできない。

Session 3.2

オランダにおける ZVW・AWBZ・WMO の連携；
日本の医療と介護の連携

日本の地域包括ケア及びその担い手をめぐって

堀田聰子

ここで改めて我が国における地域包括ケアシステム構築に向けた
議論の背景と経緯、担い手のあり方について、オランダとの比較に
も留意しながら概観しておきたい。
これまでのプレゼンで既に述べられたことだが、日本の平均寿命
は男性 79 歳、女性 86 歳でともに世界一、高齢化のスピードが欧州
諸国と比べて極めて早いことも特徴だ。人口ピラミッドの変化をみ
ると、75 歳以上が人口に占める割合は 2011 年に 11.6％、2025 年に
はだいたい 5 人に 1 人が 75 歳以上になると予測されている。多く
の国で虚弱高齢者に対するケアの担い手の中心は家族であるが、西欧においては別居の家族が
高齢者宅にきてケアを提供することがふつうだ。他方、日本での 65 歳以上高齢者の世帯構成
をみると、かつては子世代との同居が大半を占め、同居の嫁が介護を担っていた。このことも
女性たちの介護負担を増す要因となっていた。
高齢者保健福祉政策を振り返ると、1970 年代前半に老人医療費が無料化され、社会的入院
が急増した。政府は 1989 年にゴールドプランを策定し、税を財源とし、地方自治体が給付を
行うスカンジナビア型のサービスが拡大した。1990 年代にドイツを参考に社会保険方式に向
かう議論が高まり、2000 年に介護保険制度がスタートした。
介護保険制度導入に至る背景は、要介護高齢者数の増加や介護期間の長期化に加え、核家族
化や家族介護者の高齢化等、家族をめぐる状況も変化したことにある。介護保険制度導入は
「家族によるケア」の
「社会によるケア」へのシフト、すなわちケアの社会化を意味する。また、
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租税負担の保険料への移行、社会的入院による医療費増の抑止、管理責任およびサービス受給
資格の明確化、利用者の選択に基づくある種の市場の誕生にもつながった。
各国の長期ケアを支える仕組みを整理してみると、日本のモデルの特徴は、1) 虚弱高齢者
への包括的なサービス給付、2) ドイツ型の社会保険と現金給付なしのスカンジナビア型のハ
イブリッド、3) 環境変化にあわせた計画的改正を織り込んだ制度、4) 支出の伸びに合わせた
費用のコントロール
（可能性）
、などといえる。
日蘭の制度枠組み、利用者、長期ケアにかかる費用の推移もみておく。日本では介護保険制
度が導入されてから総費用額は増加し続けており、保険料も上昇してきた。75 歳以上高齢者
比率は 2055 年には 25% を超えると見込まれ、認知症の人の数も増加の一途を辿っている。と
りわけ都市部でこれから一気に高齢化が進む。65 歳以上の単身世帯と高齢夫婦世帯の割合も
増加が予想される。
介護保険制度導入後の改正の動向をみておく。まず 2006 年の改正にふれておきたい。この
改革は、
「社会によるケア」から
「地域によるケア」へのシフトを意味する。予防重視型システム
への転換と給付の重点化・効率化を図るもので、市町村が実施する地域支援事業、地域包括支
援センター、地域密着型サービス等が創設された。
2025 年に向け、住み慣れた地域での尊厳ある暮らしを限られた資源を最大限に活用しなが
ら支えることを目的として、地域包括ケアシステムの構築に向けた議論が重ねられている。医
療と介護の統合、介護保険サービスの改善と充実、予防促進、多様な生活支援サービスの充実、
様々な住まいの提供等が重要となるだろう。
我が国で誰が高齢者介護を担ってきたのか。フェーズ 1 は介護保険創設前まで、家族による
介護、フェーズ 2 は 2000 年から 2005 年までで社会による介護、2006 年の介護保険改正以降
がフェーズ 3 で地域による介護と整理することができるだろう。地域包括ケアシステムの実現
に向けて、補完性原理を確認しつつ、自助・互助・共助・公助の役割分担をどうするのか、引
き続き模索が続いている。
地域によるケアに向けてはいくつかの課題がある。まず
「地域を基盤とした」
統合をはかるこ
と、地域における最適を地域が選ぶことである、保険者機能の強化、住民参加、ボトムアップ
がカギとなる。民主的イノベーションには、プロフェッショナリズムの推進、セルフマネジメ
ント、地域を基盤とする学び、地域レベルでのベストプラクティスの交流も欠かせない。世界
的に高く評価されるオランダの医療制度とは異なり、日本ではプライマリ・ケアは発展途上に
ある。家庭医療や地域看護を核とした多職種協働プライマリ・ケアの確立は不可欠であろう。
ケア領域を通じたステークホルダーの対話に基づく継続的な職業資格の発展も欠かせない。
オランダにおける長期ケアの将来ビジョンをみると、やはり Aging in place すなわち地域居
住をめざし、とりわけ Wmo の導入以降改めて補完性原理に基づき本人のエンパワーメントや
本人のもつネットワークを強化し、生活圏域のなかでの自立と支えあいを謳い、施設ケアは重
度者に限定しようとしている。つまり高齢者は介護依存からセルフマネジメントへ、地域にお
けるネットワークは追加的なものから基礎的なケアの担い手へ、看護はより地域へ、医療もよ
り家庭医療へ、福祉国家によるサービスは地域によるサービスとインフォーマルケアへと役割
や位置づけの変化が迫られている。1980 年代以降さまざまな側面で
「代替」が進んでいるとい
える。
両国のトレンドは、国から地域へ、医師から看護、介護、インフォーマルへ、セルフケアの
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強調という共通したものである。日蘭ともに、地域マネジメントの向上、担い手の質・量の確
保、支え育みあうまちづくりといった点が課題といえよう。
【ディスカッション】
＜ Rolden ＞日本とオランダが同じような問題を抱えているのはよくわかった。オランダ政
府もまず自助努力、そして自身のインフォーマル・ネットワーク、最後に公的補助を活用す
るように提言している。例えば GP よりも費用が少なくてすむ Nurse practitioner を活用する。
Nurse practitioner は患者に血糖値の測り方を教え、高すぎたり低すぎたりした場合の対処法
を教える。ここには自立を推進し、役割をはっきりさせるようという意図がある。現在の高齢
者と比較して、10 年後、20 年後に高齢者となる人々がより自立していることが重要だ。つま
り高齢者自身が徐々に変わってゆくわけで、それはいいことだと思う。オランダも 2025 年に
高齢化のピークを迎える。
オランダの一番の問題は地域でのネットワークの構築だ。インフォーマル・ケアと介護労働
者に対するリサーチが行われたが、例えば両親の介護に携わると自分の就労時間が少なくなる。
また年老いた両親と子供の両方を抱えている場合は負担が大きい。働き盛りの就労時間が少な
くなれば、経済に悪影響を与え、政府の意図と逆になる。女性の就労、自立を促し、なおかつ
両親の面倒もみるのは負担が大きすぎる。それにオランダは個人主義が確立しているので、両
親の面倒をみる事にそれほど熱心ではない。自分は日本が地域をどのように活性化させ、地域
に自主性を持たせるのか興味がある。私の質問は、今現在地域にはその体勢が整っているかど
うかだ。日本では、政府は例えば広告などでコミュニケーションをとり、自立を促しているの
か？
＜堀田＞複数の病気や障害とつきあいながら地域で暮らすひとたちの生活の質を高めるため
にも、改めて本人をケアの主体と位置づけ、自立と尊厳を問い直し、セルフケアやそのマネジ
メントを推進しようというのは同じトレンドである。看護師による慢性疾患の疾患管理につい
ても議論が進んでいる。地域におけるネットワークについては、オランダと比べて日本では労
働時間がとても長く、とりわけ都市部においては課題が大きいと考えられている。他方、労働
時間が長いぶん、職場における人間関係が強固である場合もあり、居住地のみならず、各人の
暮らしの場におけるネットワークを連携させ活性化するという発想もあるだろう。また地域の
なかではケア領域のみならず、さまざまな分野で課題意識を持った活動があり、職場のみなら
ず学校、趣味などいろいろな縁がある。エリアのネットワークとテーマのネットワークを顔が
見える関係によりつないでいき自立の地域づくりを目指しているまちもでてきている。

日本の医療と介護の連携について

磯部文雄

このセッションでは医療保険と介護保険における情報交換のコーディネーションについて述
べる。情報共有は日本の保険制度が直面する大きな課題となっている。まず医療保険と介護保
険の給付区分に関わる問題がある。例えば老人保健施設は介護保険から介護報酬を得ている。
老人保健施設が構築された段階では、入所は 3 か月までと決められており、所長は医師である
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医療機関である。短期の医療は医療保険で支払うという考え方から
すると、このような施設は健康保険から報酬が支払われるが、日本
の場合は介護保険である。
医療サービス側と介護サービス側の情報共有の重要性は多く指摘
されるところだが、情報共有のための十分な研究がなされていると
はいえない。では医療スタッフと介護スタッフは、生活の質を向上
させるために、どのような情報を共有すべきか。そして日本の医
療・介護システムをどのようにコーディネートしたら情報共有の効
率化を図れるか、提言したいと思う。
ここで気をつけなければならないのは、医療保険と介護保険の保険者が多少異なっている
ことである。75 歳以上をカバーする後期高齢者医療保険の保険者は都道府県を単位とし全市
町村が参加する広域連合である。一方、65 歳以上の高齢者をカバーする介護保険の保険者は、
各市町村である。ここで広域連合と市町村との間の情報交換を法令化する必要が生じてくる。
すなわち、日本では市町村が高齢者の医療保険と介護保険の情報共有のキー・プレーヤーとい
えるが、個人情報の取り扱いについて近年、とみに神経質になっているのが実情である。
効率的な情報のコーディネーションとは、不必要な医療・介護支出を抑えるための、患者
データの総合的集約、及び医療サービスと介護サービス間の患者の個人情報の共有及び連携で
ある。
例えば政府は地域ごと、疾病ごとの医療支出データを収集し、問題となる疾病については市
町村が健康診断において注意を促している。一方、国保中央会が最近始めた試みとしては、個
別の介護データと同じ Client の医療データを収集し、それらを分析することによって、なん
らかの関連性を見つけ出そうというものである。介護サービスは、部分的には疾病の治療に
よって低減する可能性があると考えられており、この結果から住民全てに目的に応じた保健
サービスを適用しようとするものである。介護、医療にかかる支出を低減する一つの試みであ
る。
もう一つの試みとしては、市町村が主催する地域ケア会議、ケアマネージャーが主催する
サービス担当者会議に居宅サービス事業者が参加して情報交換を行うというものが挙げられる。
さて、在宅医療で重要な在宅療養支援診療所についてだが、2010 年の届け出数は 10,661 で、
うち 5,833 が、終末期医療に携わっている。一方、在宅療養支援病院は 266、うち 130 が終末
期医療を行っている。これから在宅療養の必要が益々高まるが、このような診療所の需要も増
加すると思われる。
日本の大都市圏は施設も訪問介護職員も不足しがちで、単身世帯も増えている。そこで前の
セッションでも触れられたように、包括的な地域支援システムが求められている。ロボットな
ど新技術を導入した腰を痛めないための
「抱えない介助の指針」
も重要といえる。
次に医療サービス側から、また介護サービス側からみて、どのようなデータの共有が必要だ
ろうか？

退院・退所情報記録書には疾病状態や ADL 関連の情報が記載されている。日本の

医療・介護制度の情報共有を改善するための提案としては Rolden、高原両氏が既に触れたよ
うに、情報共有の制度化が大切である。その為には後期高齢者の医療保険及び介護保険が持っ
ている情報を、率先してコーディネートする責任者を設置するためのルール作りが必要である。
また情報を提供された側に情報保護のための適切な責任を設定する法律の整備も必要である。
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私は情報をコーディネートするのも、情報を受け取る側に適切な責任を課すのも、ケアマネー
ジャーが適任と考える。何故なら、今日、介護保険サービスを受ける殆どのケースで、ケアマ
ネージャーは必ず介在し同席する。この極めて実質的な意味合いから、ケアマネージャーが情
報共有を通した医療・介護の相互連携の促進を図るべきと考える。
では誰がケアマネージャーに情報を伝達するのか。希望としては病院や診療所の医者や介護
施設が望ましい。ただこれは医者や施設に今までにない新しい義務を課すことになるため、導
入には時間がかかる。当面の間は医者から医療請求書を受け取り、その内容にアクセスする市
町村がその責を担うのが適切だと考える。ただ請求書から医学的内容の情報だけ抜き出してケ
アマネージャーに渡すのは別途情報技術の改革が必要になる。ケアマネージャーは情報を収集
し、患者の生活の質の向上に寄与するが、同時に個人情報は守られなければならない。
【ディスカッション】
＜ van der Waal ＞最初に質問だが、日本ではなぜ 75 歳以上を後期高齢者として別枠にして
いるのか？
＜磯部＞ 75 歳未満はみな同じ保険でカバーされている。75 歳以上を別にするのは保険とし
て管理するのが難しいからだ。つまりこの世代は保険料収入が僅かで、支出が大きい。医療保
険支出は保険料と税金で 50％ずつカバーされているわけだが、75 歳以上については保険料の
うち 10％を 75 歳以上が負担し 40％を若い世代が負担している。
＜ van der Waal ＞日本ではケアマネージャーがコーディネータということだが、オランダ
の CIZ と同様、ケアマネージャーが介護認定を行うのか？
＜磯部＞介護認定は市町村が行う。
＜ van der Waal ＞では、市町村はどこから個別の Client の情報を得るのか？
＜磯部＞ Client やその家族が認定申請用紙に記入して申請する。
＜ van der Waal ＞例えばオランダで喫煙者が心臓麻痺を起こしたとする。彼は病院で治療
を受け、そしてリハビリに進む。その後数日で退院し、帰宅する。ただ退院しても喫煙をやめ
る訳ではない。病院は再度心臓麻痺を起こさせないために喫煙をやめろとは必ずしも勧めない
からだ。心臓麻痺を起しても、禁煙プログラムに入れる訳ではない。病院が経営を続けるため
には患者がまた心臓麻痺を起してくれた方が都合がいいからだ。このような例はまだ他にも
ある。政府や地方自治体は予防が大事だと主張するが、病院側はまた違ったインセンティブを
持っている。一方、保険会社の方も喫煙予防プログラムにそれほど投資したがらない。このよ
うなケースの場合、日本ではどう対応しているのか。また日本では、予防を疾病に対する適切
な対処法と認識させるために、どのような方法をとっているのか？
＜久保達彦＞かつて日本の医療保険は治療のみをカバーし、ワクチン接種をはじめとする予
防プログラムをカバーしなかった。ただ現在は喫煙を含めた予防プログラムも一部カバーして
いる。従って病院が喫煙予防プログラムを実施すれば、病院は診療報酬が得られるはずだ。理
想としては、とにかく費用効果が期待できる予防にまで、公的医療保険を広げることだ。公的
医療保険のスタンスが徐々に変化していると思う。
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オランダの医療・介護保険制度の一般的コーディネーション問題

Herbert Rolden

オランダの医療・介護保険制度のコーディネーションが直面している問題は大きく 3 つに分
けられる。
最初は手順が官僚的であることで、これは市民に直接影響を与える。例えば LTC 介護サー
ビスをうける場合、まず認定してもらうために沢山の事務処理プロセスがある CIZ に申し込
む。オランダには AWBZ、ZVW、WMO の 3 つの法律があるため、個人サービスは AWBZ が、
ナーシング・ケアは ZVW が、家事援助は WMO が提供する。結局市民は簡単なサービスを
受けるにも、複数の機関に対応しなければならない。例えば Client がまず朝起きてシャワー
を浴びるため個人サービスを頼むとする。その週は家事援助要員が来ないため、シャワーの後、
ゴミ捨てを頼むが、個人サービスの要員からはゴミを捨てるのは仕事でないと断られる。3 つ
の異なる法律、事務処理プロセス、役割があり、Client にとっては誰がどのサービスをやって
くれるか理解するのが、大変複雑だ。
2 つ目は情報収集が統一化されていない。医療・介護サービス提供者はそれぞれが自分に必
要な情報しか集めない。そして彼らは守秘義務に縛られているため、法律に違反する情報共有
は行うことができない。患者に関わる情報は、どのような情報でも誰とも共有することはでず、
共有が許されるのは特別の場合だけだ。
そしてその結果生ずるのが 3 つ目の立法の問題だ。医療・介護サービスの円滑化を図ると同
時に Client の個人情報も守らなければならない。
まず ZVW における主なコーディネーションの妨げは、守秘義務だ。また自分の情報のみを
集めるだけでなく、互換性のない違うシステムを使用するのも非効率だ。情報共有とコーディ
ネーションを改善してゆくためには、法律的側面も十分考慮に入れる必要がある。法的にどの
情報をどのように有効にコーディネートするのか、プライバシーと技術的障害を考慮しなが
ら、見極めなければならない。AWBZ と WMO の問題は、国のたった一つの機関が認定手続
きを行っていることだ。例えば Client が比較的緩い介護認定を受けようと手続きを初めた途
端、状態が急に悪化してナーシング・ホームに行かなければならなくなったとする。その度毎
に認定を受け直す必要があり、用紙に記入し、ダブルチェックを受けなければならない。
WMO に関しては、設置されてから日が浅いため、地方自治体は経験不足でどのように
Client の情報を集めていいかわかっていない。自治体それぞれの情報交換もなく、ベンチマー
クの問題もある。自治体がいかに効率的に情報を集めたら良いか、標準が定められていない。
また WMO では
「規制された市場」
も問題となっている。自治体はサービス提供者と 1 年ごとに
契約を結ぶ。つまり 1 年ごとに契約を更新するわけで、問題はサービス提供者が頻繁に変わる
ことだ。これでは長期的な情報共有システムを構築することができない。また規制された市場
であるために、サービス提供者は自分の利益を追求するため、情報を共有するのには消極的だ。
オランダでは医療・LTC において責任の所在がはっきりしている。まず GP が専門治療へ
のゲートキーパーとして最初の責任を負う。次の専門家は長期療養・介護サービスが必要かど
うか判断する。そして 3 番目に、もし Client が長期的施設サービスを受けることになった場
合には、ナーシング・ホームの医療専門家が責任を持つ。保健サービスでは、効率的な情報共

102

有と、明確な役割分担、責任の所在がはっきりしていることが大変重要だ。
将来的には、長期入所サービスに入った Client の施設間移動を評価するトランスファー・
ナースや、プライマリ・セクターでのネイバーフッド・ナースが重要になってくると思う。

オランダの経験と日本への示唆

Marieke van der Waal

日本が現在直面している医療・介護サービス費用の増大は、オラ
ンダの問題であり、またヨーロッパの問題でもある。そして日本も
ヨーロッパも極めて裕福な国々だが、オランダには健康という意味
では不平等が存在する。オランダの場合、高収入＋高学歴と低収入
＋低学歴の間には、およそ 7 年の平均寿命の差がある。高収入＋高
学歴の方が 7 年長く生きるということだ。平均寿命と健康寿命の統
計をみると、様々な不公平がみてとれる。例えば社会経済的地位が
低いグループは 40％が喫煙の習慣を持っているのに対し、高いグ
ループは 10％である。当然社会経済的地位が低いグループの方が、癌や心臓病などにかかる
医療サービス支出が大きくなる。そこでオランダでは社会経済的地位が低いグループに注目し、
彼らが健康的なライフスタイルになるよう取り組んでいる。
オランダは第二次大戦後、医療、LTC を社会保険制度として構築してから修正に修正を繰
り返してきた。これは日本も同じだと思う。SSH (Social Security Health care system) を採用
している国は、医療制度が税金だけで賄われる NHS (National Health Service) を採用している
イギリスなどよりも支出が大きい。オランダのように、GP、医者、看護婦が国家公務員では
なく、民間企業のために働いていると、どうしても賃金が高くなる。これは国営の医療サービ
ス事業よりも、社会保障医療・保険制度の方が支出が多い一つの要因でもある。このあたりで
制度そのものについて視点を少し変えてみるのも悪くないと思う。
また、今まで我々は対 GDP 比での医療・LTC 支出に関し、許容可能なレベルについて議論
してきたか？

我々はアメリカの対 GDP 支出が非常に高いことを知っている。日本はオラン

ダに比べて低いことも知っている。では許容可能な額はどれほどだろうか？

これについては

全く議論されてこなかった。
私からみて日本の意外な点は消費税だ。日本は国の負債が非常に大きいため、消費税を現在
の 5％から 8％に引き上げ、更に 10％にする計画のようだが、オランダでは消費税を二種類に
分けている。食料品などは 6％、服や車、家などには 21％だ。だから日本の消費税はオランダ
からみると大変低いといえる。
またもう一つ驚くべき点は、日本では介護保険料を 40 歳になって初めて納めるということ
だ。オランダでは働き始めて税金を支払うようになると、LTC 保険料 12.65％を支払う。もち
ろん日本に対してどうしろと言っている訳ではないが、これは我々にとっては驚きだ。
今オランダでは、高齢者は自分のために何ができるか、どの程度の費用を負担できるか考
えるという、大きなものの見方の変化を求められている。オランダでは普通に歩行器を購入
しようとすると 65 ユーロかかる。政府はもともと保険制度からの支給品だった歩行器を LTC
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サービスから除外しよとしたが、大きなデモによって阻まれ成功しなかった。高齢者ホームや
ナーシング・ホーム
（つまりオランダでは終焉の場所ということだが）
には歩行器、車椅子、電
気車椅子が全て備わっている。そして地下室には使い古されたそれらの器具が放置されている。
中古品市場が存在しないためだ。これは介護サービス資格の付与の方針が間違っていると私は
考える。
このような状況からオランダではものの見方の転換を求められている。日本も同じだと思う。
我々は高額な介護サービスをより廉価な介護サービスにシフトする必要がある。オランダでは
労働人口が縮小し、女性の社会進出も増えるため、退職したばかりの高齢者が脆弱な高齢者の
介護をすることもオプションの一つと考えられている。
■
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第3部
医療・介護の連携におけるサービス利用者の情報の活用に関するフランスと韓国の状況

Carte Vitale 2 in French health insurance system
Marie-Anne Brieu (ILC-France)
Introduction
The “Carte Vitale” is the insurance card for France’s national health insurance (NHI).
It enables automated and direct reimbursement to a beneficiary or health care provider from
the individual’s primary health insurance fund. While its use is not mandatory, the Carte
Vitale simplifies management of medical expenditures for the NHI system. The card is
embedded with a microchip (also called a “smart card”) and contains the beneficiary’s basic
social and medical insurance information, including the individual’s social security number
(N˚ INSEE)i to which every French citizen is entitled at birth.
Originally introduced in 1998, there have been many technological modifications and
updates, leading to the most recent generation used since 2008 called “Carte Vitale 2”. The
main difference between earlier versions and the Carte Vitale 2 is a photo of the beneficiary
on the card, and additional electronic functions to allow the existence of electronic health
records in the future along with other identification data. In addition, the card previously
carried information for an entire family, simply declaring their eligibility for reimbursement
of covered benefits under the French NHI system, whereas the Carte Vitale 2 is for
individuals (or his/her dependants, minors or spouse) only.

History
Background: Funding of Health Services1, 2, 3, 4
The NHI system (l’Assurance Maladie) under the social insurance system (Sécurité
Sociale) in France covers an individual’s basic health care benefits. The system is managed
through different mandatory health insurance funds or regimes, which are determined by an
1

Wikipedia, Caisse primaire_d'assurance_maladie
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_primaire_d'assurance_maladie>. Accessed 27 November 2013.
2
L’Assurance Maladie En Ligne, AMELI <http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurancemaladie/missions-et-organisation/la-securite-sociale/histoire-de-l-8217-assurance-maladie.php>. Accessed 27
November 2013.
3
Rodwin V. G. The Health Care System Under French National Health Insurance: Lessons for health reform in
the United States. American Journal of Public Health (93) 1: 31-37, 2003.
4
Sandier S. V. Paris and D. Polton. Historical Background, Organizational Structure and Management.
Chapters 1-3 from their report, Health Care Systems in Transition: France. Copenhagen. WHO Regional
Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2004.
<http://www.euro.who.int/document/e83126.pdf>
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individual’s occupation (also called Assurance-Maladie Obligatoire, AMOs), and is
primarily financed through employer and employee payroll deductions. There are three
principal NHI funds that oversee the administration of insurance at the national level: the
fund for salaried employees (regime général; approximately 84% of population), the
agricultural fund (Mutualité Sociale Agricole, MSA; 7.2% of population), and the fund for
independent professions and other self-employed workers (Régime Social des Indépendants,
RSI; 5% of population). There are seven smaller plans for specific occupations are affiliated
under the regime général and an additional 4 smaller funds. In addition, people not
qualifying for any of the health insurance ‘funds’ by virtue of their profession or personal
situation (i.e. unemployed people, [or low-income families and individuals]) are covered
under the universal medical fund (Couverture Maladie Universelle, CMU), without premium
payments for an annual income of 8,593€ for an individual or 18,045€ for a family of four.5
The CMU fund covers approximately 1.6% of the population, and is also overseen by the
régime général.
Under the regime général, the Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salaries (CNAMTS or CNAM) oversees coverage of health insurance and
workplace accidents. There are approximately 129 agencies in charge of local management,
reimbursement of costs, and direct relation with beneficiaries (Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM)); at a regional (department) level, there are 16 funds whose responsibilities
range from work accidents and illnesses to control of hospitals.
In general, the compulsory NHI funds cover approximately 75% of the costs
depending on the service (ranges from 60% for basic care to 100% for hospital visits) with
the balance considered a copayment, which is waived for the elderly, disabled or
impoverished.ii The remainder of the costs, as well as non-covered benefits, are either paid
out-of-pocket by the individual directly (approximately 11% of expenditures) or covered by
supplementary health insurance plans (Assurance Maladie Complementaire, AMC;
approximately 12.4% of expenditures), provided by non-profit mutual-aid societies
(Mutelles) or private commercial companies. The annual fees for AMCs, which can range
from 500€ to more than 1800€ per year and on average cost approximately 20% of a
household's gross income on health, are usually paid for by an individual directly or their
employer.
Previously, patients had to pay directly for the health services (i.e. doctor consultations,
outpatient services and exams, prescription drugs) rendered at the visit. Afterwards, they
obtain reimbursement from their local CPAM, and then their supplementary insurance plan
if they have one. Previously, patients had to submit a paper proof of payment or claim

5

French-Propoerty.com, Couverture Maladie Universelle (CMU). <http://www.frenchproperty.com/guides/france/public-services/health/cmu/protection-complementaire/.>. Accessed 23 January
2014.
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2

feuille de soins
soins”)
”) to their local CPAM for reimbursement; however, it was decided in 1991
(“feuille
to switch to an electronic system, although this has taken years to become operational.
Emergence of the Carte Vitale
Founded iin
n 1993 by the three principal NHI funds, the Groupement d’Intérêt
Économique SESAM-Vitale
SESAM
(GIE SESAM –Vitale)iii, is responsible for project supervision of
the SESAM
SESAM-Vitale
Vitale system ((Système
Système Électronique de Saisie de l’Assurance
l’Assurance-Maladie
Maladie). iv
SESAM
SESAM-Vitale is a program designed to make paperless billing for health insurance in France,
based on the Carte Vitale card. Initially, switching from the paper-based
paper based system to a plastic
smart card was expected to help “replace a huge quantity of paper records and save
sav an
6
estimated $17 billion over a 10
10-year
year period;” in 1998, it was hoped to create an annual
7
savings of two billion francs
francs. Prior to launching this national system, a dozen local
experimentations of health cards were already using similar smart card tec
technology
hnology
throughout France. Between 1994 and 1998, four pilot experiments were run (in Vitre,
Boulogne and Lilliers, and Charleville
Charleville- Mézières) with a total circulation of 550,000 cards,
although each of the plans used different cards visually
visually.8
Differentt Generations
Since its universal adoption of the current visual
appearance in June 1997, the Carte Vitale has seen many
different generations,
generations, which increasingly evolve with each new
generation in terms of components and embedded functions.

La Carte Vitale 1: 9 In April 1998, the first “familial” Carte Vitale cards were
distributed in the region of Bretagne; it was not until July 1999 that all those eligible (37
million beneficiaries at the time) were in possession of the card. It contained the
t
administrative data of the insured beneficiary, as well as all his/her eligible dependents
(spouse and children) up to 19 recipients. This version of the Carte Vitale had only 4KB of
memory, and like most smart cards, its duration only lasted 3 years. S
Since
ince it was expected to
th
be replaced at the end of the 20 century by Carte Vitale 2, along with a new "health
component", there were not fields containing the end date of one’s right to universal health
coverage. From September 2001, the manufacturers beg
an the distribution of “personal”
began
cards, rather than familial, for all beneficiaries over the age of 16 years.

6

Lassey ML, Lassey WR, and Jinks MJ (1997). Health Care Systems Around the World: Characteristics,
Issues, Reforms; Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 07458, USA.
7
http://fr.wikipedia.org/wiki/SESAM
Vitale#GIE_SESAM--Vitale>.
>. Accessed 27
Wikipedia, SESAM
SESAM--Vitale <http://fr.wikipedia.org/wiki/SESAM
http://fr.wikipedia.org/wiki/SESAM-Vitale#GIE_SESAM
November 2013.
8
le.fr/nous-connaitre/histoire.asp>.
connaitre/histoire.asp>. Accessed 27 November 2013.
SESAM
SESAM-Vitale
Vitale <http://www.sesam
<http://www.sesam-vitale.fr/nous
9
Wikipedia, Carte Vitale <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale>. Accessed 6 November 2013.
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There have been several generations of Cartes Vitale 1: V1, V1bis and V1ter. “SCOT
400” was the name historically used to refer to the first generation (V1) of Cartes Vitale
deployed from 1998 to June 2003. “IGEA” was the generic name for the second generation
(V1bis) of Carte Vitale deployed starting in July 2003. The IGEA 440 generation, used from
2004 to 2006, had a bug preventing the electronic signature or blocking the card during
updates in the terminals. As a result, nearly an estimated 2 million cards had to be replaced.v
In addition, these 2 generations of cards contain no physical or technological way to specify
an end date of rights to coverage, therefore allowing permanent coverage.
In April 2004, the report of the General Inspectorate of Social Affairs explained that
there were 10 million Cartes Vitale outstanding; in other words, 60 million had been issued
when there were only 50 million cardholders 16 years or older. Therefore, the Carte Vitale
V1ter generation was introduced to eliminate the problems with previous generations. Unlike
the V1 and V1bis cards, the date of expiry is always present in a V1ter card.
However, the supply of chips of the older generation was not guaranteed after 2007, as
card manufacturers could not keep outdated production lines to produce new Carte Vitale 1
cards. In addition, after joining the SESAM-Vitale in 2000, the supplementary health plans
expected to have a "complementary component" on the card, to help inscribe their necessary
data for electronic claims.10
Arrival of Carte Vitale 2:11 The appointed project of Carte Vitale 2, with a component
for medical information, was something long discussed but slowly put into place.vi After
numerous postponements, Philippe Douste-Blazy (French Minister of Health) pledged that
the Carte Vitale 2 would be deployed in the last trimester of 2006 and then distributed until
mid-2008. However, it was not until March 2007 that the first forms were sent to
policyholders, and the first Carte Vitale 2 cards were delivered in May 2007. Similar to the
Carte Vitale 1 distributed ten years before, dissemination began in the Bretagne region for
those individuals having no Carte Vitale (i.e. card was stolen, lost, or unusable, or minors
aged 16 and new members), spread gradually to the region of “Pays de la Loire” and finally
to the rest of France.
According to NHI funds, the cost of the card would be 2.20 €, plus 0.50 € for the
photo, for a total of 2.70 € per Carte Vitale 2 card. (The cost of the Carte Vitale 1 was 3.66 €
when it was launched in 1998.) The government designated 35 million Euros to the project
of updating and adding photos.12 However, this cost does not include the management fees
in receptions of funds to help some insured beneficiaries to complete the application files of
this card.
10
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While updating one’s card with a photograph was mandated in 2004, general rollout
has been slowly achieved, and the card is far from being used widespread.vii Between May
2007 and April 2008, only 1.9 million Carte Vitale cards were issued (nearly one million in
2007), whereas in previous years there were 1.5 million annual replacements for lost or
stolen Carte Vitale 1 cards. Although, by the end of 2007, more than 90% of the new cards
issued by the different compulsory plans were Carte Vitale 2 cards. By 2012, approximately
15 to 16 million updated cards with photograph had been produced, at an estimated cost
excluding distribution of 177 million Euros, most likely pushing renewal of all the cards in
distribution to another eight years. 13 According to the 2011 SESAM-Vitale Annual Report,
20 million Carte Vitale 2 cards with the insured's photo have been released since 2007 (4.5
million cards alone in 2011), followed by an additional 4.4 million cards distributed 2012.14
Since updating requires people to send in their photographs, rather than having the
insured go somewhere in person to perform this operation, take-up has been slow. In one
year, 30% of the 3 million people invited to send their photo had still not responded, and
20% of the 2 million requests received were unusable because of outsized photos.
Timeline of Carte Vitale Implementation and Generations
1998
April: generic Carte Vitale card introduced
1999
July: 37 million cardholdersviii
2001
September: Distribution of “personal” cards, rather than familial
2004
April: 50 million Carte Vitale cards, with an additional 10 million excess in
circulation
2007
Carte Vitale 2 introduced
2008
April: Only 1.9 million new Carte Vitale 2 cards had been issued
2011
20 million Carte Vitale 2 cards updated with photographs
2012
Additional 4.3 million Carte Vitale 2 cards distributed;
Total of 66 million cards updated
2013
Current number unavailable
Designer and Manufacturer
Although the card remains the property of the compulsory plans, Carte Vitale is
managed and deployed by GIE SESAM–Vitale, as previously noted. This organization is
therefore responsible for identifying the contracts for those organizations that manufacture
and supply the cards.
The operating system (“masque”) was originally made by Bull-CP8, a subsidiary of
Groupe Bull who specializes in the design and development of operating systems used in
13

I-Med blog: Vers une carte Vitale 3? <http://www.i-med.fr/spip.php?article458>. Accessed 27 November
2013.
14
Rapport d'Activité 2012, SESAM-Vitale <http://www.sesam-vitale.fr/pratique/catalogue/index.html>.
Accessed 23 January 2014.
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smart cards, in 1993. 15 , ix However, starting in April 2004, Sagem Défense Sécurité
Sécur
developed the operating system of the new card. This operating system is implanted on two
components of 32KB of memory (compared to earlier generations with only 4KB of
memory).
Carte Vitale 2 required the construction of a new "infrastructure of car
card
d issuance"
("portal of card issuance and management of orders of customization"). In May 30, 2006,
Axalto and Gemplus International were chosen to provide the customized Carte Vitale 2
cards. The contract was for a minimum of 8 million cards over an initial
initial period of two years,
x
renewable twice for a period of one year.
Management of the back
back-office
office of GIE SESAM -Vitale
Vitale was granted to Experian,
associated with Sagem Défense Sécurité, on 17 June 2006. Their role is to process Carte
Vitale requests received in the mail by scanning application forms and providing the scanned
photos to the issuance portal. By contract, Experian must ensure the processing of 1.5
million cases every month within 24
24-48
48 hours; the contract is for a minimum of 24 million
processed forms completed by the insured. 16

Present Situation
How Does It Work?
To use a Carte Vitale
Vitale, a certificate of social security must be delivered to the
individual’s compulsory fund at their local CNAM office. This certificate acts as a paper
attestation to the individual’s right to coverage and is sufficient for reimbursement of care.
he healthcare provider swipes the
At the time of the visit, tthe
see image at right),
Carte Vitale into a card reader ((see
right), similar to a credit
or debit card
card. Previously, this enabled direct reimbursement from the
fund to the patient’s bank account within five days of the service.
However, now once the card is verified, the doctor can bill the
compulsory fund directly fo
forr reimbursement, and payment is sent
directly to the provider from the insurance fund in contrast to direct
). In
payment by the patient (“tiers
(“tiers payent”
payent”).
In addition, some providers
also accept proof of the individual’s supplementary insurance to bill
those plans directly rather than the patient paying
paying upfront first.
As part of an essential component of the SESAM
SESAM-Vitale system, the card helps transmit
a standard and secure billing flow for care benefits, including:
feuilles de soins électroniques,
électroniques FSE)) to the portals of the
- of electronic care sheets ((feuilles
compulsory funds;
funds; and
15

16

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
Wikipedia, Carte Vitale
Vit <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale>. Accessed 6 November 2013.
Wikipedia, Carte Vitale 2 <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale_2
>. Accessed 6 November 2013.
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale_2>.
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of electronic reimbursement claims (demandes de remboursement électroniques,
DRE) to the portals of the supplementary health insurance plans.

This structure allows for the automated management of the invoicing/billing of care,
while providing faster processing of applications for reimbursement of medical expenses as
well as a decrease in administrative costs by the plans. In 2012, the system processed nearly
1.17 billion secured transactions for the compulsory funds and 11 million requests for
electronic reimbursement to the supplementary plans, in relation to 306,000 health
providers.17 Currently, there are 315,900 health providers in the SESAM-Vitale system.18
Who’s Covered?
Carte Vitale is available to all individuals over the age of 16, who are also French
citizens or those entitled and living in France; children under the age of 16 are included on
the card of their parent or guardian. 19 Those individuals over the age of 16, who are
dependants of others (ayant droits), are listed on the social security and health insurance
accounts of the main beneficiary but will have possession of their own Carte Vitale card.
Minor dependents of child welfare (l'aide sociale à l'enfance, ASE) also have Carte Vitale 2
cards with their own social security number. 20, xi In addition, those people who have moved
to France permanently and have become residents for an uninterrupted period of 5 years or
more,xii who work in France more than 40 hours a month, or are full-time students under the
age of 26 years can be eligible for the Carte Vitale. 21 Valid throughout the life of the
cardholder, assuming they remain eligible for health insurance coverage, the cards are free of
charge and given by the compulsory funds to all of their beneficiaries. xiii (Of note, except for
production and distribution costs, the majority of costs for the GIE SESAM-Vitale system
are funded by the compulsory (86%, or 64% for CNAMTS alone) and supplementary (14%)
plans. Other “ad-hoc” expenses are supported by the General Assembly.)22
The card may only be used within France; however, those French citizens working in
the French Principality of Monaco do not have a Carte Vitale because they are attached to
the Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS). Carte Vitale is also considered
complementary to the European Health Insurance Card (eEHIC) when a cardholder is
outside of the country.xiv Recipients of state medical assistance (l'aide médicale d'État, AME)
do not have a Carte Vitale and their data is retrieved from a paper certificate. Non-residents
17

Rapport d'Activité 2012, SESAM-Vitale <http://www.sesam-vitale.fr/pratique/catalogue/index.html>.
Accessed 23 January 2014.
18
SESAM-Vitale, Les chiffres-clés de la facturation < http://www.sesam-vitale.fr/divers/chiffres/chiffrescles_facturation-sv.asp>. Accessed 22 January 2014.
19
Carte Vitale, The French Health Insurance Card < http://www.french-property.com/guides/france/publicservices/health/health-card/>. Accessed 11 November 2013.
20
Wikipedia, Carte Vitale 2 <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale_2>. Accessed 6 November 2013.
21
Wikipedia, Carte Vitale <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale>. Accessed 6 November 2013.
22
Rapport d'Activité 2012, SESAM-Vitale <http://www.sesam-vitale.fr/pratique/catalogue/index.html>.
Accessed 23 January 2014.

7

111

must use their country’s insurance card, such as the European Health Insurance Card, or
purchase private coverage while in France. 23

In addition, health providers also use a registered smart card (Carte
(Carte de Professionnel
de Santé, currently called the CPS3), whose use is theoretically limited to one individual,
and must be used in conjunction with the patient’s Carte Vitale in order to transmit billing
information to Social Security
Security, 24 or for direct reimbursement from the plans. Initially
deployed to ambulatory care sector providers (mainly physicians and pharmacists), it has
now been extended to inpatient care providers and all categories of health care personnel. In
2009, 84
84%
% of billing in the ambulatory care sector was transmitted electronically.25 Also
supplied by Oberthur Technologies, there were approximately 1.5 million of these cards in
February 2011.26
Components
The Carte Vitale is identical for all compulsory
funds.. Currently, the Carte Vitale 2 contains the
following information: 27, 28

1. Visible
isible data on the card (see
see image at right
right): Includes appearance of a “V” and an
“L” in Braille, a serial number unique to the card, the date of issuance, and
cardholder identification
identification data (such as the individual’s social security number (N˚
INSEE); his/her first and last names -- or if the applicant requests, their common
name; a recent color photographxv, xvi including the face and bareheaded; and a sign
of identification embossed on the card);
card) 29
AND
2. The card also has the capability to enter the following data
data electronically through the
bar code located on the back of the card:
card
• All data mentioned above, as well as the period of validity of the card, the
name of the cardholder if different from commonly used name, other names if

23

Wikipedia, Carte Vitale <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale>. Accessed 6 November 2013.
Wikipedia, Carte Vitale <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale>. Accessed 6 November 2013.
25
Chevreul K et al (2010). France: Health System Review, Health Systems in Transition 12 (6), European
Observatory on Health Systems and Policies.
<http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/135809/E94856.pdf>. Accessed 23 January 2014.
26
<http://thesmartsense.com/25375>
The Smart Sense: The Online Newspaper for SMART Technologies <http://thesmartsense.com/25375>.
Accessed 4 December 2013.
27
Wikipedia, Carte Vitale <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale>. Accessed 6 November 2013.
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http://www.ameli.fr/assures/soins remboursements/commentL’Assurance Maladie, La Carte Vitale < http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/comment
remboursements/comment
votre-carte-vitale.php
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•
•
•

•

•
•
•

applicable, date of birth, address and digitized photograph identical to the one
on the card;
Entitlements and information under basic health insurance through their
compulsory fund;
Physician of choice of the cardholder (médécin référent). If a patient is
registered and part of a health care group, their rate of refund will be higher;
Where appropriate and subject to consent, the circumstances of the cardholder
under his supplementary health insurance plan (i.e. rights to couverture
maladie universelle complémentaire (CMUC);
Where appropriate, rights to any exemption from co-payment if you have the
title of a long-term illness (affection de longue durée, ALD), xvii maternity,
accidents at work, etc. This includes the situation of the cardholder in matters
of occupational accidents or diseases, including the last recognized
occupational diseases or sicknesses;
Data on access to care in case of stay or residence in another EU Member
State or party to the European Economic Area (currently not activated);
Details of a person to contact in case of an emergency, if the cardholder gives
consent (currently not activated); AND
An indication that the owner has been informed of the provisions and
regulations regarding organ donation (currently not activated).

If there are any changes in circumstances (i.e. pregnancy, birth, long-term diseases
(ALD), etc.), the Carte Vitale can be updated in an online terminal, present at all pharmacies,
the counter of local CPAM, or in some healthcare facilities; in addition, updates can be
mailed to individual health plans if the cardholder is immobile. In 2012, there were 41,350
places to update cards, mostly in the pharmacies, and this resulted in 66 million cards being
updated online. 30 Currently, there are 46,400 active and approved locations to update,
resulting in more than 5 million attempts per month by cardholders to update.31
Since 2007, the Carte Vitale must be updated each year after its date of issue.xviii If this
is not done, cardholders cannot benefit from the advanced exemption of fees for benefits in
kind of health insurance (in other words, people can be exempt for paying fees for services
prior to billing, if they present updated cards showing health coverage, rather than paying
first and submitting for reimbursement). In addition, during an update, and if eligibility of
health insurance has expired, the Carte Vitale can be deactivated to prohibit use at health
providers’ offices; it can be reactivated later if the rights are opened again. 32

30
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The NHI funds are currently responsible for replacing stolen, damaged or lost cards
for free. In 2004, the Department of Social Security proposed that the cost of replacing lost
cards should be borne by the respective insured beneficiary. This measure, although
ultimately rejected by Parliament, would have yielded an estimated 4 to 12 million Euros per
year, taking into account only the cost of the cards or the total replacement procedure
respectively. Now, the declaration of loss of passport, an identity card or the Carte Vitale can
be performed online via <Mon.service-public.fr>, a web portal of French administration
created in early 2009 to simplify the process.
Security Features: 33 In March 2005, Jacques de Varax, Director of GIE SESAM –
Vitale, explained that the Carte Vitale 2 "will be the key to safe personal health" (in other
words, the personal health record).xix In effect, it was expected that the card would be able to
contain authentication and signature certificates to ensure the electronic signature functions
properly, to protect access to the card’s information, and to authenticate the card as the
cardholder’s health insurance card. For these purposes, the Carte Vitale 2 includes an “IAS”
component (identification, authentication and signature), but it is currently not enabled. xx
The Department of Social Security (DSS) estimated that the costs of implantation of
authentication certificates in the Carte Vitale 2, and management of the Public Key
Infrastructure (l'Infrastructure à clés publiques, IGC), would have been 50 to 130 million
euros per year for the first five years. (For each card, the annual cost of such certificates
would be 0.85€ to 2.2€.)
Payment History (l'Historique des Remboursements): 34 Since 2007, physicians can
access online all care, medications and tests their patients have received, and that had been
reimbursed by health insurance regimes, for the previous twelve months, with the goal of
avoiding drug interactions and duplicate exams. xxi Non-reimbursed medicines (i.e.
contraceptive pills, drugs advice) as well as those provided by hospital pharmacies were not
available. This consultation requires the joint presence of the CPS Health Professional Card
and the Carte Vitale of the patient. xxii In 2012, there were 4.3 million authentication requests
to view payment history.35
The Court of Audit in France, in its report published in September 2008, said that the
estimated cost for this project for the period 2005-2008 would be about 10 million euros for
CNAM, a million for the social plan for independents (RSI) and a few hundred thousand
euros for the agricultural Mutual Assistance (MSA) and the public service unions.
Pharmaceutical Record:36,37 "Babusiaux" experiments aim to analyze patterns of drug
consumption of insurance members to officially improve the quality of care and generate
33
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savings. xxiii Therefore, the Carte Vitale can also be used since 2009 at a national level, in
those pharmacies that are connected, to supply the contents of the pharmaceutical record. xxiv
Pharmacists identified by their CPS card have access to the last four months of drugs
dispensed in different pharmacies connected to the portal helping to prevent duplicate
prescriptions and unwanted drug interactions. Unless stated otherwise by the patient, all the
dispensed drugs reimbursed or not will be listed. (Hospital delivery is excluded from this
project.)
This information is located on a site whose main contractor is the National Council of
the Order of Pharmacists (le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, CNOP). Archives
are kept for the past three years use by the host Santeos.
In practice however, for identifying pharmacy records, the social security number is not used.
The SESAM- Vitale software of pharmacies is backed by reading the Carte Vitale, which
then serves to generate a temporary identifier, the number of pharmaceutical record (le
Numéro du Dossier Pharmaceutique, NDP). Experts believe it will take at least five years
for the unique health identifier to be operational and replace this temporary identifier.
Fraud:38 Currently, much of the existing fraud relates to paper certificates and forged
prescriptions. To fight against this, since June 2004, pharmacies’ software operate a national
list of those Carte Vitale cards that are in opposition.xxv This "liste d’opposition électronique”
(LOE) contains the serial numbers of all Carte Vitale cards put in opposition of the
compulsory funds if it has been reported lost or stolen (to avoid usage of the duplicate card),
has been subject to misuse, or if it is invalidated by the regime who issued it. 39
Previously, the manufacturer either mailed an updated list each month directly to the
pharmacists or sent an update to a technical hub (l'organisme concentrateur technique, OCT)
between the 18th and 22nd of each month, which then forwarded the list to pharmacists.xxvi
Since March 2009, following a national convention of pharmacistsxxvii, the list of opposition
for Carte Vitale changed, and is now incremental and must be downloaded every day.
Currently, the LOE only applies to pharmacists, but there could possibly be an
extension to all health providers following new agreements at future conventions. A new
law, proposed by the National Assembly,xxviii would allow the director of the local CPAM to
impose a financial penalty against those health providers, institutions and insured who had
committed fraud, and would depend on the severity of such fraud. 40
37

Chevreul K et al (2010). Ibid.
Wikipedia, Carte Vitale <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale>. Accessed 6 November 2013.
39
Vitale Infos Equipements : La Liste d’Opposition des Cartes Vitale chez les pharmaciens (2004)
<http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/pharmaciens_loe_br.pdf>. Accessed 27 November
2013.
40
French Sénat, Projet de loi relative à l’assurance maladie <http://www.senat.fr/rap/a03-425/a03-4257.html>.
Accessed 27 November 2013.
38

11

115

Future Development
Integration with Personal Health Records and Care Coordination Pathway
Ahead of most other countries, France has long used smart cards for keeping
electronic medical records; “more than one-half million were in use in 1994”41 and were
expected to be integrated with the Carte Vitale system. With the passage of the Act of Health
Insurance Reform in August 2004, the country has made more of an effort to improve quality
of care while also fighting against abuse and waste. However, while the capacity to hold
much of the proposed information exists within the current generation of Carte Vitale 2, the
majority of these integration have yet to be activated to date.
Health Component:42,43 Early in the SESAM-Vitale program, a health component was
expected to be quickly added to the new Carte Vitale to help group information gathered by
outpatient and inpatient providers. In other words, a mini-electronic, portable medical
record (carnet de santé) was to replace the paper health record to aid with the continuity and
coordination of care, as well as define the content of the health component and the
conditions of access for different categories of health providers. xxix The decision to include
this information is determined by the patient on a voluntary basis, but was offered along with
financial incentives (increase in reimbursement rates for those opting in, or increased copayments for those who opt out). In May 2006, the specifications of the SESAM- Vitale
software integrated the management of the Coordinated Care Pathway. The personal medical
record will contain health information (allergies, test results, current medications , etc.);
created and updated by the physician of his choice, this record will be computerized, in strict
compliance with the medical confidentiality. Following the delay of the Carte Vitale 2
program, as well as the announcement of the generalization of the Personal Medical Record
for 1 July 2007, this health component became obsolete. Instead, the new Carte Vitale 2
contains a reduced "medical component".xxx
In September 2006, it was announced that the new Carte Vitale 2 would also allow the
integration of new services (i.e. declared doctors, organ donation, etc.). This includes
mention of the care coordination pathway along with the physician of choice for treatment
(currently only their General Practitioner), monitoring and orientating the care system for
each insured person aged 16 and older. xxxi The mention of "declared attending physician"
should have been integrated into the Carte Vitale 2 by mid 2007, as well as an indication that
the cardholder "is aware of the regulatory provisions on organ donation", but there was
nothing as of March 2009. 44
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Emergency Component: 45 The Health Insurance Reform Act also planned for the
Carte Vitale to contain details of the person to contact in case of need; in other words, it
would include an emergency component "in order to receive the necessary information for
urgent interventions" so that health providers can complement care after the express consent
of the cardholder. However, this too has not been integrated as of 15 March 2009.
Connection with Other Smart Cards46
Carte DUO: Following recommendations in the Babusiaux report, the French
Federation of Insurance Companies (Fédération Francaise des Sociétés d’Assurances,
FFSA) began an experiment with a smart card DUO, developed by GIE SESAM –Vitale and
supplied by Oberthur Technologies. This microchip located on the supplementary health
insurance card contains an administrative component to modernize direct payment to health
providers by making transactions more secure. It started in June 2007 in the department of
Bouches-du-Rhone (conducted by insurers SOGAREP, AMIS, Aviva, AXA, GAN,
Groupama and MMA), and gradually extended to Calvados, the Deux-Sèvres, in the SeineMaritime, in the Var and in Vienna. However, this card remains experimental, as currently
the majority of those individuals possessing supplementary insurance have paper “Carte de
Tiers-Payant” instead.
In 2007, 55,000 cards DUO-FFSA were delivered, with 140,000 total cards to be
distributed in the pilot.47 This card, sent directly to the insured by the insurer, does not need
to be updated at least once per year like the Carte Vitale cards and does not contain a photo
identification. It therefore reflects the true situation of the insured and beneficiaries. The
insurer, in the event of non-payment of the contract, may be put into opposition. It is often
used in conjunction with the Carte Vitale by pharmacists equipped with new billing software.
The tests began with the third-party payer pharmacy, then for radiology, and then to other
health providers. The cost is borne exclusively by the supplementary insurance agency, and
was estimated in 2005 at about 2.20€.
NETC@RDS:48 The European electronic health insurance card (e-EHIC; or La carte
électronique européenne d’assurance maladie, e-CEAM) is the electronic version of the
European Health Insurance Card. (5.2 million EHIC cards were distributed in 2011, followed
by an additional 5.4 million in 2012.) 49 This project, announced in 2010, offers the ability to
progressively make paperless all forms of support; without this service, mobility of insured
Europeans throughout the European Union would be prevented. It enables access to health
45

Wikipedia, Carte Vitale 2 <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale_2>. Accessed 6 November 2013.
Wikipedia, Carte Vitale <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_Vitale>. Accessed 6 November 2013.
47
Oberthur Technologies, Health Solutions: ID-ONE Health (2010)
<oberthur.se/get_downloadsection_file.aspx?id=113>. Accessed 3 December 2013.
48
NETC@RDS: A Step towards the Electronic EHIC <http://www.netcards-project.com/web/frontpage>.
Accessed 27 November 2013.
49
2011 and 2012 Rapport d'Activité, SESAM-Vitale
46

13

117

care and guarantees the payment of medical bills performed in different European health
institutions, if the European citizen provides evidence of their entitlement to coverage.
The European NETC@RDS consortium (Germany, Austria, Finland, France, xxxii
Greece, Hungary, Italy, Liechtenstein, Norway, Netherlands, Poland, Czech Republic,
Romania, Slovakia, and Slovenia) is responsible for the development of this electronic card.
The NETC@RDS portal contains the following information:
 Acquisition of the identification data of the patient by scanning the EHIC card

or directly reading in the Carte Vitale terminal;
 Secure verification of online rights on the NETC@RDS portal;
 Editing a NETC@RDS electronic form; AND
 Exchange of data between the health facility and the European Agency for the
financial management of care.

Starting in 2002-2003, the first step, called "Phase A1", consisted of a feasibility study
with five partners from four different countries. The next phase in 2004-2006 (Phase A2-A3)
expanded to 85 European hospitals (including the Georges-Pompidou European Hospital);
the project involved twenty partners from ten countries. Finally, the third phase "B" started
in June 2007 and was completed in 2009. In 2008, new service outlets were opened in
France (Saint Roch Hospital in Nice, Deaconess Clinic in Strasbourg) and in Germany
(Lorach). The objective of Phase B was to deploy and evaluate a trans-European tele-service
for paperless management of care. There are currently 206 facilities (hospitals and clinics)
and around 500 points of service participating, located in 16 EU countries.
In theory, cardholders present either an electronic EHIC or their own national
electronic health insurance card to verify to the participating health provider that they have
approved health insurance coverage. While Carte Vitale 1ter and 2 cards contain
components reflecting data on whether the cardholder possess E128, E112 and E111 forms
and an optional NETC@RDS component, these have currently not been activated.
In addition, it is difficult to deploy an interoperable system while each European
country presents specific constraints in terms of technology or structure of its health
information systems system. Some states have launched their own national program for
electronic health cards, similar to France’s system with SESAM-Vitale. Others have their
own electronic health card; for example, Germany has the eHealth card launched in 2008 by
AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse), the Lombardy region in Italy has the SRS-CISS card
(or the “Carta Régionale dei Servizi, which is a card of services including health), Austria
has an ecard, and Belgium has the SIS card.
What’s Next? In 2012, presidential candidate Nicolas Sarkozy proposed launching a
new biometric Carte Vitale (Carte Vitale 3) to curb benefit fraud, similar to how French
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passports and identity cards were updated with biometric systems. 50 However, how this
would be accomplished remains unclear since Sarkozy lost the election.
While the new Carte Vitale 2 card clearly has begun to improve security, reduce fraud
and simplify integration of medical services, distribution still needs to be more widespread
nationally. In addition, many of the card’s more technologically-advanced measures need to
be activated to take full advantage of its potential. Once these steps have been taken, a
discussion on future steps may be more realistic.

List of Acronyms
ALD: Affection de Longue Durée
AMC: Assurance Maladie Complementaire
AME: state medical assistance (l'Aide Médicale d'État)
AMO: Assurance-Maladie Obligatoire
ASE: l'Aide Sociale à l'Enfance
CCSS: Caisse de Compensation des Services Sociaux
CMU: Couverture Maladie Universelle
CMUC: Couverture Maladie Universelle Complémentaire
CNAMTS or CNAM: Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salaries
CNOP: le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
CPAM: Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPS: Carte de Professionnel de Santé
DRE: Demandes de Remboursement Electroniques
DSS: Department of Social Security
eEHIC: electronic-European Health Insurance Card (also called La carte électronique
européenne d’assurance maladie, e-CEAM)
FFSA: French Federation of Insurance Companies (Fédération Francaise des Sociétés
d’Assurances)
FSE: Feuilles de Soins Electroniques
GIE SESAM–Vitale: Groupement d’Intérêt Économique SESAM-Vitale
IGC: Public Key Infrastructure (l'Infrastructure à Clés Publiques)
INSEE code: Social security number issued by l'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques
LOE: Liste d’Opposition Electronique
NDP: le Numéro du Dossier Pharmaceutique
NHI: national health insurance
OCT: technical hub (l'Organisme Concentrateur Technique)

50

I-Med blog: Vers une carte Vitale 3? <http://www.i-med.fr/spip.php?article458>. Accessed 27 November
2013.
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SESAM-Vitale: Système Électronique de Saisie de l’Assurance-Maladie

i

The individual’s social security number (N˚ INSEE) usually takes the following format, although there are
exceptions: “syymmlloookkk cc, where:
•
•
•
•
•
•
•

s is 1 for a male, 2 for a female,
yy are the last two digits of the year of birth,
mm is the month of birth, usually 01 to 12,
ll is the number of the department of origin (2 digits, or 1 digit and 1 letter in metropolitan France, 3
digits for overseas),
ooo is the COG number of the commune of origin with a department (3 digits in metropolitan France
or 2 digits for overseas),
kkk is an order number to distinguish people being born at the same place in the same year and month,
given by the Acte de naissance, and
'cc' is the "control key" (01 to 97, equal to 97, or to 97 if the number is a multiple of 97).”
[Wikipedia, INSEE code

<http://en.wikipedia.org/wiki/INSEE_code#National_identification_numbers>. Accessed 4 December 2013.]
ii

Amounts reimbursed to patients are calculated on the basis of negotiated rates minus a copayment, depending
on the kind of service. However, close to one third of French physicians have opted to charge fees in excess
of the nationally negotiated charges, and these additional charges may be (partially) covered by a patient's
supplementary plan. (Rodwin V. G. and S. Sandier. Health Care Under National Health Insurance:
A public-private mix, low prices and high volumes. Health Affairs (12) 3:113-131, 1993.)

iii

SESAM-Vitale (www.sesam-vitale.fr) is an enterprise that responds to the project management needs
between health insurance plans regarding the operation of the SESAM-Vitale program, and is coordinated
by the National Health Insurance Fund for Salaried Workers (CNAMTS) through its Department SESAMVitale (DSV). Its members are composed of both agencies offering mandatory or compulsory health
insurance; and contains representatives of health providers, health facilities and governmental ministers on
its steering committee.

iv

Created by the Act of 27 January 1993.

v

However, replacement of cards that were lost, stolen, or unusable or with this malfunction (IEGA 440
component), were expected to last at least until 2013.

vi

The original launch date for the Carte Vitale 2, replacing all Carte Vitale 1 cards, was 31 December 1999. On
3 November 1997, during the parliamentary debate for the Finance Bill of 1998 in the National Assembly,
Jérôme Cahuzac (Special Rapporteur of the Committee on Finance, General Economy and Plan for Health)
stated: "The Carte Vitale 2, meanwhile, will include information of health hazards, and will be distributed
in the first half of 1999 and then more widespread." Because of delays l’Assurance Maladie had to cancel
the 11.9 million Carte Vitale 2 cards that were ordered in January 1997 and were expected to be distributed
in 1998.

vii

In its annual report on "the enforcement of the financing of social security" for 2007, presented on 10
September 2008, the Court of Auditors explained that CNAMTS was not able to meet the unrealistic
schedule of generalization of the Carte Vitale 2, "starting from 2006 and in 18 months. Generalization,
began in late 2007, will not be achieved for several years."

viii

Since 1998, 90 million of Carte (1) Vitale cards were manufactured by Axalto / Schlumberger, Oberthur,
Gemplus, SOLAIC / Schlumberger Sema.

ix

In February 2001, Schlumberger bought Bull-CP8 for $325 million and then outsourced this activity to
Axalto.

x

In June 2006, Axalto and Gemplus merged forming Gemalto. To avoid dependence on a single supplier, other
manufacturers had to be selected (Oberthur Technologies, Sagem Orga, or the German Giesecke &
Devrient).
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xi

In 2009, during the reading of these cards, the rise of rights by billing software caused an error on the date of
birth; children born after 31 December 1999 saw a century added. The specifications of SESAM –Vitale
Version 1.40 explained: "The software must allow the healthcare provider to change the century of birth,
because in some cases the function of reading a Carte Vitale recovered an incorrect date of birth. In effect,
the beneficiaries under the age of 16 whose quality Carte Vitale card is different from "child" are
considered as adults by the function "Reading Vitale law". In this case, the age of birth is wrong." This
bug generates billing. We must systematically correct this date of birth manually to add the specific
quotations to increase infant and child (majoration nourrisson (MNO) et enfant (MGE) respectively). In
addition, the child is considered out of the "care pathway".

xii

As of September 30, 2007, some European pensioners living in France had their Carte Vitale removed for
administrative reasons. The CPAM Hautes-Pyrénées stated: "According to the decree of 21 March 2007",
under a European directive of 2004, "any non-active community resident located on our territory, and not
eligible to receive or continue to receive European rights on presentation forms such as E106 or E121,
cannot receive Social Security but must contract with a private insurance. Therefore, kindly return your
Carte Vitale."

xiii

Since 1996, all health insurance plans are obliged to issue an individual smart card to any beneficiary.

xiv

The EHIC card is valid in all European Economic Area (EEA) countries.

xv

The Act of 13 August 2004 (Article L.161 -31 of the Code of Public Health) has mandated the presence of a
photograph of the insured on the Carte Vitale 2 to limit fraud. This photograph must meet the same size
specifications for identity cards and passports. It must be recent, made by an approved photographer or a
photo booth, in color, sized 35mm x 45mm, with a clear and plain background, and with a centered front
and bareheaded face.

xvi

Since 1 December 2007, plans can only issue Carte Vitale 2 cards with a photograph to their beneficiaries.
The photo is printed on the card, but is also inscribed on the chip of the Carte Vitale 2. The CNIL banned
for now the reading of the scanned image, which is protected by an anti-copy device.

xvii

In 1998, all patients with long-term diseases (affection de longue durée, ALD) had, for technical reasons,
their ALD rights ending 31 December 1999 on their Carte Vitale. In 1999, faced with the risk of clogging
medical services for renewals of exemptions in respect to ALD, l’Assurance Maladie decided to make the
end date of the entitlement unreadable by modifying the reader software. Lacking updated cards, and the
terminals still being rare, health providers had no way to verify that these 7 million cardholders were still
benefiting from the ALD exemption. Since it was physically impossible for the doctors of the Medical
Service Funds (Service Médical des Caisses) to treat all these cases, the rights of all ALD patients were
administratively extended several times (with the deadlines of 31 December 1999, 31 December 2000, and
31 December 2002) without verification of their medical condition.

xviii

Since the publication of the decree of 14 March 2007 "relating to the conditions of issuance and
management of health insurance cards."

xix

According to the law of 13 August 2004, this secure personal record should be generalized to all French
beneficiaries on 1 July 2007.

xx

The decree of 14 February 2007 authorizing the Carte Vitale 2 refers to a subsequent order setting in action
security features. In addition, the Branch of Modernization of the State (la Direction générale de la
modernisation de l'État, DGME) noted in April 2006 the importance of implanting electronic certificates in
Carte Vitale 2 cards at their issuance, particularly in order to strongly authenticate access to personal
medical records. But this study did not start until late 2007, led by CNAMTS and stopped due to the
freezing of the site of personal medical records by Roselyne Bachelot in June 2007.

xxi

This service, born with the law of 13 August 2004, had been "presented in 2004 as almost finalized" and
promised by l’Assurance Maladie for deployment in April 2005. Finally, after a trial in September 2005 in
Yvelines, it was partially deployed in August 2007 and only for Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAM). In the end of 2007, the MSA, the RSI, the GAMEX, and the CNMSS joined the project. In
February 2009, many plans such as Mutuelle Générale were still not connected.

xxii

The explicit consent of the patient is presumed by the fact that the patient has given his Carte Vitale to his
doctor, assuming the doctor explains that he is using it to access this history online, and not to open the
medical record in his business’s software or to make an electronic spreadsheet of care.

17

121

xxiii

In 2004, the Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) authorized, on an
experimental basis for a period of twelve months, for the National Federation of French Mutual (la
Fédération nationale de la mutualité française, FNMF) to access on behalf of its federated mutuelle, the
CIP drug codes and the LPP codes (Liste des produits et prestations) of their member’s electronic care
sheets. These studies were permitted only when the demandes de remboursement électroniques (DRE) was
anonymous. The identification data of the insured were transformed into an anonymous number and
irreversible. Then, these data were aggregated and processed for statistical purposes. In 2006, FNMF was
able to recover the first real flow of DRE performed with Carte Vitale 1b. By April 2007, FNMF had used
the new version of the Administration Chain Cards (la Chaîne d’Administration des Cartes, CAC)
p by
y GIE SESAM Vitale for Carte Vitale 2.
developed

xxiv

Following an initial authorization of the Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
dated May 30, 2007, the pilot phase began in June 2007 in some pharmacies in six departments (Doubs,
Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Pas-de-Calais, Rhone, Seine -Maritime). Then in February 2008, following a
further decision of the CNIL, the experiment was expanded to the departments of Yvelines and Hauts-deSeine, as well as 2,000 other pharmacies across the country. On 22 July 2008 the CNIL authorized the
continuation of the experiment until 15 November 2008. Finally, on 2 December 2008, the CNIL gave
permission for the generalization of the Pharmaceutical Record throughout France.

xxv

After testing in the second half of 2003 with 2,000 pharmacies (in Provence-Alpes-Cote d’Azur, Corsica,
Gironde and Ardennes regions).

xxvi

The software version 1.31.4 or higher automatically blocks cards whose numbers are on the list of
opposition; with version 1.31.5 and higher, the pharmacist cannot use a secure electronic care sheet for
third-party payments. A degraded electronic care sheet - without use of the Carte Vitale - can be done, but
in this case the pharmacist may not be refunded in case of third-party payment.

xxvii

The national convention of pharmacists signed on 29 March 2006 an Addendum No. 4 to the specifications
published in March 2009.

xxviii

According to Article L. 162-1-14 in the code of Sécurité Sociale.

xxix

According to Article 8 of Ordinance No. 96-345 of 24 April 1996 "relating to the control of medical care
expenses,"…"This card has a medical component to receive relevant information necessary for the
continuity and coordination of care." The content and function of this health component was officially
registered in Article 36 of the Law of 30 June 1999 establishing Universal Health Coverage (CMU).

xxx

This part has replaced the health component "intended to receive only the necessary information for the
urgent intervention as well as the elements of continuity and coordination of care" under the law of 27 July
1999 and was not implemented anymore under the medical component provided by the order of April 25,
1996.

xxxi

Article 3 of the Decree of 14 March 2007 states that the card may include data indicating "the existence of
an attending physician and the information needed to identify him."

xxxii

The NETC@RDS project is coordinated in France by GIE SESAM –Vitale.
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韓国における医療と療養との連携の現状
鄭在哲
（民主政策研究院）

1.

韓国の高齢者医療・介護の基本的な特徴

韓国では日本のような前期高齢者医療制度や後期高齢者医療制度など、高齢者を別立てにし
た制度は存在しない。国民健康保険法に基づいて年齢区分のない一元化された医療保険制度を
保険者である国民健康保険公団が管理している。
そのため、医療保険の中に高齢者に対する特徴といえるものがあまりないが、65 歳以上の
高齢者に対して
「外来本人負担定額制度」というものがある。これは 65 歳以上の高齢者が診療
所で診察を受けた場合、かかった医療費の総額が 1 万 5 千ウォン以下であれば、本人が 1,500
ウォンを負担する定額制度である。医療費が 1 万 5 千ウォンを超えた場合には、他の年齢と同
様の 3 割の本人負担となる。
こうした
「外来本人負担定額制度」
が自己負担額ではなく、医療費総額であるため、その水準
が非常に低いこともあって、本人負担定額制度の基準金額の引き上げを求める声が高い。ちな
みに、2012 年度の 65 歳以上の外来の平均医療費
（診療所）は 17,803 ウォンである。しかし、こ
れはあくまでも診療所の平均医療費であり、病院や大学病院などの医療費は含まれていない。
一方、
「外来本人負担定額制度」のほかに、65 歳以上の高齢者のための老人長期療養保険制度
がある。65 歳以上の身体的または認知的機能の障害状態にあると判断される者は国民健康保
険公団 ( 以下、公団 )、または自治体に認定申請できる。その際に医師の所見書を添付して申
請することになっている。
公団は申請者の機能状態等を把握するため、申請者の家庭、または居住場所を訪問し調査す
る。その際に調査に用いるのは身体機能
（ADL 項目）
、認知機能、行動変化状態、看護及びリ
ハビリ措置状態などを総合的に判断した後に、等級判定委員会に送付する。長期療養等級は 1
等級から 3 等級に分かれており、施設報酬が適用される老人療養施設と老人療養共同生活家庭
に入所できるのは 1 等級と 2 等級のみである。
長期療養保険から等級判定を受けていない入院高齢者の殆どは医療的な対応ができる療養病
院に移送されるのが通例。すなわち、一般病院から療養病院へ、療養病院から療養施設か在宅
へという流れである。但し、医療的対応が不十分な療養施設への不安があり、療養病院を選択
せざるを得ない場合も多い。病院から療養病院に移送される場合はリハビリや療養のための
「診療依頼書」
の中に医師の所見書が伝達される。
療養病院、または療養施設に入所できるほどの支払い能力を持たない低所得者の場合は、在
宅に戻らざるを得ないが、その際には主に訪問療養サービスとデイケアセンターが投薬管理や
生活援助などは担う。等級外の高齢者の場合は、療養施設に入所できないため、多くは療養病
院に入院している。
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表1

韓国と日本の介護保険制度の比較
韓国

日本

名称

老人長期療養保険法

介護保険法

法律制定年月

2007 年 4 月

1997 年 12 月

法律施行期日

2007 年 10 月（ 要 介 護 認 定 等 ）、2008
2000 年 4 月
年 7 月（給付開始）

2008 年 7 月（給付開始）

医療保険活用型

独立型・地域保険型

制度の建て方

国民健康保険公団（全国で 1）

市町村（施行時点では約 3000）

保険者

国民健康保険の加入者

40 歳以上の医療保険被保険者（65 歳
の境に第 1 号・第 2 号被保険者に区分）

被保険者

原則として高齢者

原則として高齢者

給付対象者

3 段階（1 等級（最重症）、2 等級（重症）、 7 段階（要支援と要介護。施行時は 6
3 等級（中等症）
）
段階）

要介護度

在宅・施設・特別現金給付

在宅給付・施設給付

保険給付種類

在宅給付（15％）
、施設給付（20％）

10％

利用者負担

利用者負担と保険料負担。保険料負担
公費 50％と保険料 50％
の 20％相当額は国庫負担

財源

利用者負担と保険料負担。保険料負担
公費 50％と保険料 50％
の 20％相当額は国庫負担

注：筆者作成

2.

医療費及び介護費の大きさ（対 GDP 比）

韓国での医療費と長期療養費の将来推計については信頼できる資料は見当たらない。韓国で
は「混合診療」が認められており、いわゆる
「自由診療」
についての正確な情報が把握できないた
めと思われる。その理由から、ここでは国民健康保険の給付費と老人長期療養保険の給付費の
将来推計を提示する
（表 2 参照）
。

3.

医療と療養との連携

（1） 医療と療養施設の連携状況
1） 嘱託医師
韓国の療養施設は
「嘱託医」
と呼ばれる
「公衆保健医師」
や
「提携医療機関」
と連携することで医
療と療養との連携を図り、
「ケアの連続性」
を維持している。まず、
「公衆保健医師」
は、公衆保健
に関する業務に従事させるため、兵役法第 34 条第 1 項の規定により公衆保健医師として編入
された医師、歯科医師、漢方医師の資格を有し、保健福祉部の長官に公衆保健医師として従事
することを命じられた者であり、医師が不足している地域の保健所か保健支所などで 3 年間兵
役の代わりに診療業務を担当する医師を指す。
療養施設はこの公衆保健医師を嘱託医として契約し月 2 回程度の往診を行うことで、入所者
の健康管理や予防事業を実施している。しかし、嘱託医師に対する報酬は健康保険や長期療養

124

表2

医療費と長期療養費の将来予測（単位：対 GDP、％）

年度

健康保険

老人長期療養保健

2010

3.06

0.23

2015

3.49

0.35

2020

3.96

0.42

2025

4.48

0.53

2030

5.00

0.67

2035

5.48

0.87

2040

5.91

1.10

2045

6.27

1.39

2050

6.53

1.65

出所： 박형수 / 홍승현 (2011) 高齢化及び人口減少が財政に与
える影響 , 한국조세연구원、p. 288

保険から支払われているわけではないため、現場では嘱託医の往診は非常に形式的なものとし
て評価している。
こうした問題は制度発足当時から指摘されており、国民健康保険公団は協約医療機関及び嘱
託医師運営規定（2008 年 6 月）を制定して、老人療養施設などが診察、処方、応急時の移送対
策など、医療的な側面からの弱点を補うことで入所老人に対する適切な医療的サービスを提供
するために療養施設と医療機関等の連携を図ろうとした。
＜嘱託医師運営規定の主な内容＞
・提携医療機関の医師は入所者ごとに 2 週に 1 回以上診察を行う
・できる限り家庭医学科、内科、リハビリ医学科、神経科、精神科または漢方神経精神科が
担当
・診療記録簿を作成・保管
・看護
（助務）
士は入所者の意識状態、呼吸様相、消化器機能、日常生活能力などについて記
録し、医師が訪問した際に、活用できるようにする
・看護
（助務）
士は入所者の病歴、投薬、情緒状態など、患者の看護記録を作成・保管
・看護
（助務）
士は、入所者の毎日の健康状態をチェック
・入所者の健康状態の悪化など、応急状況に対処するために提携医療機関などと協議し、応
急移送システムを整えておく。
しかし、療養施設で提供される嘱託医師による医療サービスに対する評価は非常に低い。そ
のため、入所者に医療的処置や応急状況が発生した場合には、嘱託医師の勤務する保健所など
に移送するか、嘱託医の判断を待つことなく、施設長の個人的な判断で移送病院
（チャートが
ある病院、または保護者が希望する病院など）を決めるのが現状である。その際の情報伝達は
施設長（看護師）
が口頭で病院に直接伝達するか看護助務士
（准看護士）
が病院まで同行し、簡単
なメモの形で伝達している。このため、社会保険の標準化のためにも医療と療養の連携のため
の公式的なチャンネル、連携システムを必要とする声が一部から上がっている。
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では、なぜ連携が進んでないか。それには主に 2 つの理由があると考えられる。
①

嘱託医師（公衆保健医師）
に対する社会的な評価がない

嘱託医師は兵役義務を行っている医師であるため、往診も兵役義務の一種としか認識してい
ないため、積極的な関与ができなく、さらに往診に対する対価
（診療報酬や療養報酬による評
価）がない。療養施設側が個別的な謝礼をすることもあるが、これが入所者と保護者の負担増
につながらないようにするために、提携病院の医師の
「ボランティア」
に多く依存しているのが
現状である。このため、往診の際の主な仕事もこれまで服用していた薬の処方箋を出すか、病
院への移送の助言を行うほどにとどまっている。
②

療養施設の施設長は看護士が多い

看護士が経営する療養施設は
「医療的サービスが優秀」
との評判が高く、実際に多くの入所者
の家族から信頼されている。
「チューブ交換」などの簡単な医療行為は医師の指示なく看護士が
担当するのが応急措置としても有用な場合が多い。費用も安いという理由から入所者及びその
家族からの満足度が高いため、看護士の経営する施設に入所者が集まる傾向がある。この医療
行為には医師の指示が必要である場合が多いが、実際には看護士の判断で医療行為がなされて
おり、これに対する別途の診療報酬や療養報酬が支払われるわけでもない。施設側としては材
料代だけ入所者に請求している。
入所者が移送される病院側にとっても施設長が看護士である施設と提携を取れば、病院に移
送される前の応急措置ができ、よりスムーズな連携ができるという。
現在、療養施設の経営において
「看護士経営」
が売り物になっている現状がかえって医療との
連携を妨げ、連携サービスの標準化が進まない理由の一つとなっているように思われる。現場
では入所者と家族の要求レベルが高くなるにつれて、施設自ら医療との連携に対するマニュア
ルを作成するなど、療養施設での医療行為と療養サービスの整備が求められている。看護士が
療養施設で行う医療行為には自ずと限界があり、長期的にはナースプラクチショナーが必要だ
という意見もある。
③

訪問看護の形骸化

嘱託医とあわせて医療と在宅療養の連携の柱として期待されたのは訪問看護サービスであっ
たが、利用率が非常に低い。2011 年度老人長期療養保険統計によると、在宅給付サービスの
中で利用されているのは
「家事援助サービス」が殆どで、訪問看護サービスの利用率は 1.9％に
すぎない。医療現場での看護士不足現象が療養ではサービス利用率の低下につながっており、
看護士を中心としたケアマネジャー制度の導入による
「ケアの連続性」
が必要という意見がある。
2） 急性期病院と療養施設
（在宅）
との連携状況
地域拠点病院と療養病院、療養施設、デイケアセンターとの公式的な連携システムは存在し
ない。病院の家庭医学科の課長が療養施設を訪問し、かぜ予防などの簡単な診療活動を行って
おり、これもあくまで
「ボランティア」
活動に過ぎない。
療養施設から地域拠点病院に入院すれば、10 日間まで療養施設は療養報酬の 1/2 を受けら
れるが、10 日が過ぎると療養報酬が受けられなくなる。したがって、病院と療養施設のシス
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テムをよく知っている場合は、10 日以内に再び療養施設に戻すなどといった
「調整」
を行う。
地域拠点病院には療養施設から入院した高齢者らを担当する社会福祉士が配置されているが、
その業務の殆どは、医療費を支払えない高齢者の医療費支援問題の相談か付添い看護による看
病費用の問題である。
特に問題なのは在宅から入院する場合である。在宅から入院する場合、療養保護士が記録し
た高齢者の一般的な状態を病院の社会福祉士に提供する義務もなく、得られる情報も殆どない
という。仮に、ケアマネジメントが導入されれば、地域のケアマネジャーを中心に連携体制を
取り、病院の社会福祉士との間で高齢者の情報の連携ができると思われる。
3） 医療とデイケアセンターとの情報連携
在宅療養サービスの一種であるデイケアセンターと周辺の医療サービスの利用現況がスムー
ズではない。デイケアセンターの主な仕事は薬物過多服用および誤乱用を防ぎ、また、リハビ
リの低下に繋がる恐れがあることを把握することであり、姉妹関係の病院の院長らが 1 ヶ月に
1 回程度の往診を行っているが、あくまでも
「かぜの予防」のためだという。こうした提携病院
の医師の訪問診療は長期療養保険制度の診療報酬に含まれていない。診療報酬として請求でき
るのは、病院移送と簡単な処置のみである。したがって、病院とデイケアセンターとの連携は
あくまでかぜや薬物誤乱用など、限られた
「予防的」
措置にすぎない。
デイケアセンターで応急状況が発生したら、とりあえず、119 コールと同時に保護者に電話
（保護者から事前に同意をもらっている）
して対応する。看護助務士が病院に移送された老齢者
のチャートを記録・管理しており、病院に手渡すのは普通である。
家族の依頼により療養病院を紹介する場合には、主に療養病院の費用と評判などを館長や看
護助務士が調べて紹介している。実際に療養病院に紹介する場合、A4 用紙 1 枚程度の簡略な
情報を提供することもあるが、医療と療養との連携加算などは存在しないため、あくまで「無
料サービス」
である。
但し、急性期病院と連携した場合、総合福祉館の総合評価項目
（機関評価と呼ぶ）に連携記
録紙の作成有無を書く欄があり、これが B 等級以上であれば、インセンティブが受けられる。
総合福祉館の総合評価は 2 年に 1 度行われる
「義務評価」で判断される
（但し、これまでこの評
価を受けて退出された個人事業や株式会社などは 1 つもない）
。従って、医療と療養を連携す
る公式ツールやシステムは存在しない
（長期的には換算より、評価の際に減算を考慮している
という）
また、病院や施設から戻った高齢者に対する情報については、デイケアセンターにとって必
要な情報は薬の処方と注意事項などであり、電話、もしくは口頭によって把握している
（現場
では、これによってお互いに顔知りになるという）
。
健康保険では ICT や EDI 請求などを活用した効率化がなされているが、医療と療養との連
携には活用されていないのが現状である。長期療養保険制度が社会保険方式を採用して、サー
ビスの標準化を目指したといわれる割には、医療と療養の連携に対する現場での対応は本来の
趣旨からは相当の距離がある。これは、結局、ケアマネジャーのような連携者、調整者と呼ぶ
べき存在の不在が大きいと思われる。地域を中心とした保険者、サービス適用者、要介護者と
その家族などが総合的に連携作業に係わる必要があるが、現在の連携は個人的な能力や人材
プールを使って行われているのが現状である。医療と療養との連携をよりスムーズに行うため
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に長期療養保険制度の保険者である国民健康保険公団の支部が関与することも考えられるが、
現場では、等級判定などに影響を与えかねず、ケアマネジャーを導入して独立的な活動を保障
したほうがよいという意見が多い。

＊

shiwa general hospital（キム・ミキョン社会福祉チーム長とのインタビュー）

＊

union hospital 社会事業室チャン・デシック
（社会福祉士）
とのインタビュー

＊

nursing home（キム・ミウァ代表
（看護士出身）
とのインタビュー）

＊

geomo 総合社会福祉館
（デイケアセンター）
キム・キョンミ館長とのインタビュー）

＊

リ・ウォンピル
（老人長期療養保険公団
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課長とのインタビュー）
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Executive summary
This report summarizes the information in the two reports made previously for the Institute of
Future Welfare Japan and was presented at the meeting organized by this institute on October 26th
at Waseda University in Tokyo. The structure and core content of the report is given below.
Chapter 1 deals with the background on developments in health care worldwide and serves as a
short introduction. Although the effects of population ageing in the Netherlands are sometimes
overestimated, we find that investigation into future prospects and current developments in the
Dutch health care system are needed.
Chapters 2,3 and 4 offer a summary of the Dutch health care system by providing insight into
the three main laws that govern the system: The Health Insurance Act (ZVW), the Exceptional
Medical Expenses Acts (AWBZ), and the Social Support Act (WMO). Information is provided on the
basic provisions and financial system for the three related sectors: The medical care, long-term care,
and social support sector respectively.
Chapter 5 deals with general coordination issues. These issues mainly relate to legislation
(privacy protection), bureaucracy (the older patient easily loses oversight) and diffuse information
collection (every organization collects its own patient information, and information exchange is
scarce). An oversight is given of the information flows within and between the three sectors.
Chapter 6 then specifically deals with coordination issues between the three sectors. Usually,
information exchange between the medical care sector and the other two sectors relates to
indication-setting procedures. Issues between the long-term care and social support sectors mainly
relate to the lack of a common information-sharing platform. Special attention is given to the
transfer nurse, the case manager and the neighbourhood nurse; relatively new professions that
offer great potential for the elderly segment of the Dutch health care system.
Chapters 7 and 8 focus on current and future developments (mainly policy decisions) that
promise to make the Dutch health care system more efficient and robust. Finally, if any questions
remain unanswered, or the reader needs further information, I am more than willing to answer
them.
Herbert Rolden
Leyden Academy on Vitality and Ageing

1. Background
Similar to almost all developed countries in the world, the Netherlands is faced with population
ageing. Of course, improved public health and increasing life expectancy is a blessing (figure 1
shows how much life expectancy has improved in the last 20 years). However, governments fear
overburdening of the working population and the health care system. The number of people aged
65 and older is expected to increase from 15% in 2008 to 26% in 2040.1 Health care expenditure is
expected to rise fast due to population ageing, since individual health care expenses increase
exponentially after the age of 65 (see figure 2).

1

Van Duin, C. (2009). Bevolkingsprognose 2008-2050: Naar 17,5 miljoen inwoners [Population forecast
2008-2050: Towards 17.5 million inhabitants]. The Hague: Central Bureau of Statistics.
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/EB986187-DFD1-4EBA-ABC2-E14A8E9B21B0/0/2009k1b15p15art.pdf.
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Figure 1: Increasing life expectancy in the Netherlands (source: CBS statline).
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Indeed, steeply rising health care expenditure in the recent past is already a worrying subject for
policy-makers.
makers. Health care expenditure expressed as a percentage of GDP has increased from
11.2% in 2000 to 14.8% in 2010.2 The main causes of this increase are: medical innovations, the
Baumol effect, cultural changes, increased supply, health care reforms, and population ageing.
Some economists believe the influence of population ageing on health care expenditure is marginal
compared to these other factors.3 These economists argue that population ageing runs parallel with
an increase in the overall mortality risk of a nation, and it is this increase in mortality that is the
main drive of increased health care expenditure, not ageing itself. It is well-known
well known in literature that
health care expenditure increases manifold prior to death
death,, overshadowing slow increases in health
care expenditure due to age.
age 4 Also, these costs of dying decrease when the age at death increases.
In short,
t, aass life expectancy increases high mortality rates are postponed and the average costs of
dying will decrease
decrease,, leading to the conclusion that current forecasts may overestimate the impact
hat many countries, including the
of population ageing on expenditure levels
levels.. Another
ther arg
argument is that
Netherlands, are planning to downsize supply in the long
term care sector. A final argument is that
long-term
cultural changes are taking place, and it is possible that the elderly of the future are less dependent
on formal care tha
than
n the elderly are now.

2

Central Bureau of Statistics: Statline.
Barros P. The black box of health care expenditure growth determinants. Health Economics. 1998; 7: 533-544.
533
Reinhardt U. Does the aging of the population really drive the demand for health care? Health Affairs. 2003;
22(6): 27
27-39.
3

4

Poos, M. J. J. C., Smit, J. M., Groen, J., Kommer, G. J., & Slobbe, L. C. J. (2008). Kosten van ziekten in
8 [Cost of Illness in the Netherla
nds 2005]. Bilthoven: National Institute
Nederland 2005 – Zorg voor euro’s
euro’s-8
Netherlands
for Public Health and the Environment. http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270751019.html.
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Figure 2: Individual health care expenditure by age (2005). 5

Nonetheless, policy-makers
policy makers are urged to implement changes to accommodate higher numbers of
older people. The Dutch government has recently implemented new laws to effectuate these policy
changes. In 2006, the new Health Insurance Act (ZVW) came into place, and in 2007 the Social
Support Act (WMO) was introduced
introduced. Expenditure
xpenditure levels elevated in those years. Now, in 2013,
laws:
s: (1) the Health Insurance Act (ZVW);
(
); (2) the
health care is arranged through three major law
(WMO
Exceptional Medical Expenses Act ((AWBZ); and the Social Support Act (WMO).
In this report, we analyze the Dutch health care system by investigating the three laws. In
erview of the workings and finances of the ZVW, AWBZ,
chapter
chapters 2,3 and 4 we will provide an ov
overview
and WMO
WMO. Hereafter, chapter
chapter 5 will focus on general coordination issues for older clients , and
chapter 6 deals with coordination issues between health sectors
sectors.. Chapter 7 deals with possible
hapter 8 with other (possible) future policy reforms in the
solutions for coordination issues
issues, and chapter
levels.
Dutch health care system to contain ever rising health care expenditure levels

2. The Health care Insurance Act (ZVW)
free market system”. Effectively,
The Dutch h
health
ealth care insurance system is based on a “semi
“semi-free
ealth care insurers and providers can negotiate about the prices of some health care services. The
health
ultimate goal of this semi-free
semi free market system is that health care providers are driven to work as
iciently as possible, and that health care insurers compete with each other on the basis of prices
prices,
efficiently
without sacrificing equity, quality and transparency.

2.1 What is provided through the ZVW?
The ZVW arranges how medical care is compensated or provided. This includes medication and
health care services from general practices, hospitals, dentists, allied health professionals, and
mental care institutions (up to 1 year), as well as some forms of instrumental aids and
transportation. This does not include medical treatment provided in care homes and nursing homes,
as this is arranged through the AWBZ
AWBZ.
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2.2 Who is eligible to receive care or compensation through the ZVW?
All Dutch citizens are obliged to take a basic health insurance package from a private health insurer.
The health insurers are not tied to employer constructions or labor sectors, although employers
may negotiate for discounts on health insurance premiums for their employees with a health
insurer. The contents of the compulsory package are specified by the Ministry of Public Health,
Wellbeing and Sports. The Health Insurance Board (CVZ), a semi-governmental body, advises the
Ministry on the contents if the compulsory package.
Every Dutch citizen is free to choose an additional package. Every health insurer is free to
establish the contents of these voluntary packages. Although health insurers may not discriminate
potential clients by the price of their voluntary packages, they may refuse a citizen’s application for
a voluntary package. They may never refuse a client who applies for a compulsory package.
2.3 Which organizations are involved in executing the ZVW?
•

•

•

•

•

Health insurers and health care providers. There are 35 private health insurers active in the
medical care sector. These insurers are owned by 10 enterprises. Insurance companies can
only compete on the basis of their insurance fees, services, and negotiated contracts with
health care providers. Insurers negotiate contracts with health care providers on a yearly
basis, and aim to find the best quality of care for their clientele for the lowest prices.
Unsatisfied clients can change to another insurer once per year (before the 1st of January).
Health Care Inspectorate (IGZ). The IGZ focuses on the preservation of the quality of care,
prevention, and medical products. The inspectorate gives advice to administrators of health
care providers, sometimes on the request of the provider, but may also force providers to
abort or change damaging or illegal practices.
Dutch Health Care Authority (NZa). This administrative body supervises the contractual
relationships between clients, insurers, and providers. The NZa investigates if the rules of the
ZVW are carried out properly, and can impose regulations to improve the accessibility,
transparency and fairness of the markets.
Health Insurance Board (CVZ). The CVZ has three core tasks: (1) it gives advice about the
content of the basic insurance package to the government; (2) it administers the Health
Insurance Fund (HIF) and the AWBZ fund; and (3) it executes and oversees regulations for
specific groups – such as people from abroad, or people who conscientiously object to the
arrangements of the health care insurance system.
Dutch Competition Authority (NMa). The NMa sees to it that markets remain competitive and
that no cartels, (too) powerful fusions or conglomerates, or monopolies are formed.

2.4 How is the ZVW financed?
Health insurers are paid a nominal fee by every Dutch person aged 18 or higher. The fees differ
between insurers, but a fixed compulsory deductible is set by the government. This deductible is
€350 in 2013, but citizens can choose to increase this deductible up to €850 to lower the fee for
their health insurance. Besides nominal fees, Dutch citizens who receive income pay an income
dependent contribution to the Health Insurance Fund (HIF). The HIF is used to compensate health
insurers for “unfairness”: some health insurers may have clients with higher risk profiles in their
clientele, and need financial compensation for this to remain competitive. The government also
contributes to the HIF. The total amount of the HIF depends on these three contributing factors:
1.
Fees paid by citizens. These fees should add up to 45% of the total fund.
2.
The income dependent contributions (50% of the fund).
3.
A contribution from the government (5% of the fund).
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Most employers are obliged by law to compensate the employee for the income dependent
contribution completely through the employer contribution. The employer contribution is added to
the employee’s gross salary: this means the employer contribution is seen as taxable income for the
employee. An income dependent contribution must also be paid over received state pension,
private pension, social benefits, and income for self-employed citizens or freelancers.
Health care insurance companies can compensate clients for their health care use in kind or
by restitution. If the insurance company pays in kind, any health care expenses are paid by him.
When an expense is not covered by the insurance company, or falls under the compulsory or
voluntary deductible, the client is billed by the insurance company. In case of restitution, the client
pays for health care expenses itself and bills the insurance company when the expenses are
covered in the client’s coverage. Besides health insurance coverage, there is also out-of-pocket
expenditure in the medical care market: for some forms of care and medication, clients pay the
whole or a share themselves through the client contributions. The client contribution for the basic
package is set by the government. Client contributions in the voluntary package are set by the
health insurer.
Medical care providers calculate their required compensations for supplied services by using
standard price brackets for each intervention or treatment, called “diagnosis treatment
combinations” or DBCs. For example, a knee surgery might involve many aspects (such as
anesthesia, MRI scans, pre-surgery consultation etc.), but is defined and billed as one standard
product unit. Some DBCs are negotiable, meaning that providers and insurers negotiate about its
price.
There were around 30,000 DBCs in 2011. Of these DBCs 34% were negotiable (the so-called B
segment), the rest of the prices were defined by the NZa. By the 1st of January 2012, DBCs were
replaced by ±4,400 DOTs (which stands for “DBC On the way to Transparency”). DOTs are based on
the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Around
70% of the DOTs are negotiable. The more refined classification of DOTs was introduced because
since 2012 hospitals no longer receive pre-established budgets, but receive their turnovers from
realized performance.

3. The Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ)
The Dutch Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ) has undergone several changes since its
installation in 1967, but the core remained the same: the act is established to provide long-term
care for people who cannot provide in their basic care needs independently. In the 1970s and 1980s,
long-term care expenditures started to rise fast, as more and more forms of care and instrumental
aids were made available. This was put to a halt in the 1990s when more legislation was put into
place to counter rising public expenses and improve the efficiency of the long-term care system by
promoting free market dynamics.
In the last decade two major changes have been made concerning the AWBZ. Since 2004, any
application for compensation from the AWBZ is scrutinized by the Centre of Needs Assessment
(CIZ). Since 2007, some services are no longer provided through the AWBZ, but through the Social
Support Act (WMO). Mainly, instrumental assistance (e.g. help with cleaning) and the provision of
aiding tools (such as wheel chairs) are provided through the WMO instead of the AWBZ. The central
drive for this change was the expectation that assistance and tools could be delivered more
efficiently by offices that are regionally close to clients (municipal offices). Also, municipalities are
stimulated to work efficiently, because they can only work within the confounds of limited budgets
from the national government.
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3.1 What is provided through the AWBZ?
The AWBZ is a national insurance scheme for long-term care, mainly for intramural care. The AWBZ
funds six main kinds of long-term care:
•
Personal care: help with showering, dressing, shaving, going to the toilet, etc.
•
Nursing care: wound dressing, injecting, teaching self-care, etc.
•
Counseling: help with organizing day-to-day practical matters, such as making coffee or filling
in forms.
•
Treatment: help with recovering from illnesses or injuries (e.g. learning to walk again after a
stroke) or improving skills or behavior (e.g. learning how to deal with panic attacks).
•
Long-term residence in a care home or nursing home.
•
Short-term residence in certain institutions (maximum of 3 full days in one week).
The first four kinds of AWBZ care defined above – personal care, nursing care, counseling, and
treatment – can be provided both at the client’s home or any institute the client is residing, except
for hospitals. When any kind of personal care, nursing care, counseling and treatment is given in
the hospital, care is funded through the ZVW. In the intramural elderly care sector, the AWBZ
compensates the residence and care in care homes, nursing homes, long-term rehabilitation units,
and hospices.
3.2 Who is eligible to receive care or compensation through the AWBZ?
As mentioned before, the AWBZ aims to provide long-term care to all who cannot provide in their
basic care needs independently, such as people with a handicap or the frail elderly. More
specifically, to be eligible for AWBZ care or compensation, a Dutch citizen has to suffer from a longlasting physical, psycho-geriatric or psychiatric ailment, or a mental, physical or sensorial handicap.
Most expenses within the AWBZ are made for (frail) elderly, with or without cognitive limitations or
physical/functional limitations. Before AWBZ care or compensation may be received, one needs to
be assessed by the Centre of Indication-setting in Health care (CIZ). The CIZ assesses the care need
of an individual according to a “funneling model”, as shown in figure 3. With the use of this model,
the care needs of a specific patient are assessed, on which a decision is made.
3.3 Which organizations are involved in executing the AWBZ?
•

•

•

•

Centre of Indication-setting Health care (CIZ). Every request for AWBZ care is sent to the CIZ
first. The client, or someone acting on behalf of the client, can make a request digitally or by
telephone. After the client has filled 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. The CIZ issues a legally binding indication, sent to both the client and
the care office.
Care offices (health insurers). In 2013, health insurers act as care offices for all their ZVWclients. In prior years, the health insurer with the highest market share in one of 32 AWBZ
regions acted as a care office. Care offices are responsible for arranging long-term care for
the client, usually after consulting the client. Long-term care providers send their bills to the
care office.
Central Administration Office (CAK). The CAK calculates the client contributions, on the basis
information on income from the tax department. The CAK compensates the long-term care
providers by request of the care office.
Health Insurance Board (CVZ). The CVZ administers the AWBZ fund.
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Figure 3: Assessment steps by the CIZ to decide on an individual’s AWBZ care needs (funnel model)

•

SVB Service center for Personal budgets (SSP)
(SSP).. The SSP offers free assistance to clients who
receive a personal budget. Some personal budget holders need help with the administrative
processes that are required when applying for a budget, or maintaining the budget. SVB
Sociale Verzekeringsbank
stands for Social Insurance Bank ((Sociale
Verzekeringsbank).

3.4 How is the AWBZ financed?
All Dutch citizens with income are obliged to pay a fee of 12.15% over a (maximum) part of their
yearly taxable income (also those who are younger than 18 years and have a job). The maximized
part over 201
2013 iss €33,363.
€33,36 . This means that the maximum fee a person can pay for the AWBZ is
0. The Dutch government aims to fund all AWBZ care by the total bulk of these income
€4,053..60.
dependent fees alone (including AWBZ care for those under 18 years of age). In some years, the
expenses made by the AWBZ fund exceeded the bulk of the incoming fees. In tthese
hese years, deficits
are compensated by the government through contributions by the national treasury. These
contributions to the AWBZ fund fall under an expense category, called the Contribution to
Reduction Expenses (BIKK: Bijdrage in de Kosten Kortingen
Kortingen).
Clients can choose to receive care in kind, arranged by the care office, or to receive a
personal budget. With a personal budget, a client is free to choose his or her own long
term care
long-ter
provider. However, when a client makes use of a personal budget, tthe
he client, or someone acting in
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behalf of the client, needs to administer care use and payments. Besides compensation from the
AWBZ fund, clients are required to pay a contribution dependent on their income.

4. The Social Support Act (WMO)
The WMO was introduced in 2007 and replaced other legislation, such as the part of the AWBZ that
provided home care assistance before 2007. Provisions from the social support act are applied for
at – and delivered from – the local municipal office. The goals of the WMO are divided into nine
“performance fields”, defined by law:
1.
Improving social cohesion and livability of villages and neighbourhoods.
2.
Support to the youth and parents who experience problems with upbringing (prevention).
3.
Giving information, advice, and support to clients.
4.
Supporting informal caregivers and volunteers.
5.
Promoting participation of people with chronic psychological or psychosocial problems or a
physical limitation in society, as well as their independency.
6.
Providing facilities and services for people with a chronic psychological or psychosocial
problems or with a physical limitation to promote their independency and societal
participation.
7.
Offering shelters and implementing policies to combat domestic violence.
8.
Improving public mental health care.
9.
Improving addiction policies.
The WMO is a basically a “framework legislation”, which every municipality can realize in its own
way. Also, the Dutch social support act is relatively young, so benchmarking and the finding of “best
practices” is still in process for many municipalities.
4.1 What is provided through the WMO?
Provisions within the nine performance fields described above include:
•
help with housekeeping, such as cleaning;
•
adjustments in the house, like a stairs lift or a special toilet;
•
transport in the region for people who are not capable of travelling with public transport (taxi,
compensation for taxi expenses, or scooter);
•
support for volunteers and informal caregivers;
•
support with raising children;
•
wheelchairs;
•
delivery of groceries and (warm) meals;
•
support to local initiatives, such as community centers and social clubs;
•
support to shelters for victims of abuse or homeless people.
WMO provision does not include:
•
tools for temporary use, such as crutches, or zimmer frames (these are provided by the
health care insurer);
•
commonly used services or tools (e.g., internet);
•
adjustments to a second or other living area (e.g., caravan);
•
personal care (provided by AWBZ).
In short, the WMO is mainly focused on providing extramural support, while the AWBZ is focused
on intramural care. Those eligible for support from the WMO can receive a personal budget or
-8-
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direct assistance from a person or institution, hired by the municipal office. Municipal offices
receive funding for the WMO through the municipal fund from the national government.
4.2 Who is eligible to receive care or compensation through the WMO?
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. The main difference between the AWBZ and WMO is that citizens are entitled to
receive AWBZ care when they meet the criteria, whereas citizens are never entitled to receive
WMO support. Instead, they can make use of social support activities that are offered by their
municipality. Although municipalities are obliged to help disadvantaged people participate in
society and the community, they are essentially free to make and effectuate WMO policy.
4.3 Which organizations are involved in executing the WMO?
•
•

•

•

Municipalities. Although municipal offices are responsible for providing WMO support, they
can second service provision, indication-setting and billing to other organizations.
MO-zaak. De MO-zaak is a commercial division of the CIZ, performing indication-setting for
WMO support for many municipalities. If the client gives his or her consent, MO-zaak has
access to AWBZ data on previous and current indications and care utilization of the client.
Service providers. Many municipalities establish contracts with commercial service providers
on a yearly basis to ensure providers remain efficient through competition. Service providers
include volunteers, domiciliary care providers, taxi companies, companies providing
instrumental aids (such as wheel chairs), and more.
Central Administration Office (CAK). Municipalities often second the calculation of client
contributions to the CAK.

4.4 How is the WMO financed?
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. 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. Client contributions are usually installed for domiciliary care, instrumental
aids, adjustments in the house and personal budgets.

5. Information sharing in the Dutch health care system
5.1 Background
Coordination is considered to relate to two concepts: (1) information-sharing, and (2) definition of
roles and responsibilities. Through good coordination of care, the client is guided through the many
difficult pathways in health care in an effective and timely manner, ensuring that the patient is kept
informed and satisfied. Details on information-sharing and the definition on roles in the medical
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care, long-term care, and social support sector in Dutch health care system are provided in the next
paragraphs. Details on coordination between these sectors are explained in chapter 6.
Overall, coordination of care in the Dutch health care system is hindered by bureaucracy,
diffuse information collection (due to the existence of multiple information systems) and legislation.
•
Bureaucracy. Because of the many organizations active in the Dutch health care market, and
because of legislation to prevent misuse of health care, clients have to collect information, fill
in forms, collect formal evidence, and wait for response when they apply for health care. This
bureaucratic system makes health care time-consuming and more expensive. Box 1 (next
page) offers an example of the bureaucratic nature of the Dutch health care system.

•

Diffuse information collection. Many different information systems are used in the Dutch
health care system. In the medical care sector, every health care provider collects its own
information of clients. The AIS, HIS and ZIS stand for information system used by pharmacists,
general practices and hospitals respectively. Only authorized personnel of a health care
provider may log into the information system of the health care provider to track individual
client data. In the long-term care sector, organizations share a common information system
on client data, called AZR. In the social support sector, every municipality collects data in its
own manner. Information-sharing between the different information systems is thwarted by
legislation (next page) and competition. Also, because of the competitive nature of the semifree market system of Dutch health care, providers are not inclined to easily share
information with each other.

•

Legislation. The use of information systems to obtain and sustain effective informationsharing between health care providers may not conflict with privacy rules and regulations. A
famous example of such a conflict is the failure to install a national electronic patient
information-sharing platform (EPD) in the medical care sector. A proposed law that would
make instant data-sharing between medical care providers possible in certain situations, was
put to a halt by the senate in 2011, mainly because of privacy concerns.

Box 1: An example of bureaucracy in the Dutch health care system
Mrs. X is terminally ill and receives domiciliary care and home care. She fell on Wednesday April 10,
and had to wait for 2 hours before a family member coincidentally found her lying on the floor. Her
children decide she needs an alarm that can be worn around the neck. After browsing the internet,
they find that such an alarm is compensated by the health insurer. They apply for an alarm at a
domiciliary care provider on the next day. The provider informs the children that they need a proof
by letter from the acting physician. They call her GP, who sends the proof to the provider on Friday
April 12. On Tuesday April 16, the provider calls and informs the children that it has no contract
with the health insurer of Mrs. X. They need to pay for this alarm out of pocket, or apply at a
different provider. They decide to apply at another provider, who has a contract with the health
insurer. They have to ask the GP to send a new letter of proof, and finally receive the alarm on
Monday April 22. Unfortunately, mrs. X passed away on that same day.
An oversight of information-sharing flows in the Dutch health care sector is given in figure 4.
5.2 Coordination issues in the medical care sector
Information exchange between the many different providers in the medical sector is relatively slow
and incomplete in the Dutch health care system. This is mainly due to legislative and technological
issues. 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
- 10 -
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discussed in th
the
e consultation room, as well as (medical) treatments that have been prescribed.
However, the duty of confidentiality may be overruled, but only in certain situations.
Figure 4
4:: All possible information
information-sharing
sharing flows between health care institutes and/or professionals
in the Dutch health care system (Source: Leyden Academy).
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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 give 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.
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 com-pany 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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These situations can be categorized into roughly four cases:
1. Force majeur: Other laws have priority over the duty of confidentiality.
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.
3. Patient consent to sharing information can be reasonably assumed (patient consent is implicit).
4. The patient has explicitly granted the health care professional or institute the authority to share
information with specific other professionals or institutes.
After it is assessed that information-sharing is possible, the actual information exchange is hindered
by technological issues. For example, some medical specialists send patient information (for example,
feedback on consults or newly prescribed medication) to the GP by letter. GPs then sometimes
receive this feedback on potentially new diagnoses, prescriptions and treatments after a delay.
Currently, new possibilities are researched or followed through to effectuate improved informationsharing between medical care providers. For example, regional collaborations are initiated with a socalled Regional Switching Point (RSP). The RSP offers a web portal 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 authorization card (called an UZI-card) and reader, look for basic medical information in
another health care provider’s information system. This will make medical care provision more
efficient, also promoting timely health care and reducing mistakes due to lack of information.
Important for older people in this context is the prevention of unnecessary polypharmacy.
5.3 Coordination issues in the long-term care sector
The AWBZ Care Registration system (AZR) is the information-sharing platform for the different
institutions active in long-term care. The CIZ, the CVZ, the CAK, the different care offices, and longterm care providers have access to AZR. AZR is an information system that displays client-level
information regarding AWBZ care, including previous and current indications and long-term care
utilization. The AZR-system is updated regularly – in accordance with different health insurers (care
offices), the CIZ, and the Ministry of Health, Welfare and Sports. Coordination issues in the long-term
care sector mainly relate to indication-setting. Illnesses can progress fast and diagnoses can change.
Also, indications can be set for a short period of time. Consequently, it is not uncommon that client,
or someone from the network of the client, has to continuously apply for new indications. This is
problematic, considering that the procedure of indication-setting is a time-consuming administrative
process.
5.4 Coordination issues in the social support sector
Municipalities are currently faced with issues in communication and information-sharing, mainly
because of the quasi-market system:
•
A single information-sharing platform with standardized messaging is missing. This means that,
for example, a municipality receives batches of information from the client, an indicationsetting organization, and the service providers. This leads to administrative hassle.
•
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.
•
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
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each other, they prefer not to share information about individual clients or about ways to
improve quality and efficiency of service provision.

6. Coordination issues between sectors
6.1 The medical and long-term care sector
Coordination between ZVW institutions and AWBZ institutions mainly takes place during indicationsetting. After an indication is set, and the client receives AWBZ care, no more information-sharing is
usually necessary. For example, when an indication is set for intramural care, all health care is
compensated through the AWBZ when the client enters the long-term care institution (including
treatment by a nursing home specialist and medication).
The CIZ uses the funnel model to set an indication. The basis of the funnel model is that the CIZ
gains knowledge of the specific illnesses and/or handicaps that the client is suffering from. For this
purpose, the CIZ usually contacts the client’s GP or acting specialist to receive information on the
diagnoses and/or prognoses. This can only be done after the client has given consent. When a new
medical diagnose is set, or an illness or handicap progresses, it is the responsibility of the client, or
someone in the network of the client, to apply for a new indication.
In elderly care, there are instances that a transition of the client from a ZVW to an AWBZ
institution takes place. This pertains to a transition from the hospital (or rehabilitation unit) to longterm care unit. When a specialist decides that a long-term care unit is more appropriate for a patient
than staying in the hospital, a transfer nurse is usually involved (see paragraph 6.4).
6.2 The medical and social support sector
A municipality may, just like the CIZ, ask for information about a client’s medical status 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. Transfer nurses may also assist clients with regard to WMO
support (see paragraph 6.4).
Other health care professionals may also assist the client with requesting a WMO indication.
Experiments have been done whereby GPs act 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. Currently, the GP does inform his
patients when a service is not compensated through the ZVW, but when they can benefit from social
support.
6.3 The long-term care and social support sector
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 process 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.
- 14 -
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2.

3.

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.
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.
6.4 Specific roles in improved care and care coordination
Some health care professionals in the Netherlands specifically fill the role of coordinator. There are
basically three of these professionals – each with their different function – and they are described
below. First, some medical care providers offer the assistance of a transfer nurse. By her knowledge
and expertise, this health care professional is able to inform the client of all possible provisions he or
she may receive, as well as the processes that are involved in applying for these provisions. The
transfer nurse has different responsibilities:
•
Requesting an indication from the CIZ.
•
Informing the patient and relatives on the progress in requesting social support or admission
to a long-term care unit, as well as legal and financial matters that are important.
•
Contacting the provider after an indication is approved.
•
After the patient is admitted in a long-term care unit, the transfer nurse stays in contact with
the care unit to stay informed about the patient’s state.
The role and responsibilities of the transfer nurse are clear, and her expertise can greatly benefit the
timeliness and quality of care for patients. Besides the GP, the transfer nurse is the only health care
professional who can apply for an AWBZ indication with urgency. The transfer nurse is employed by
hospitals or rehabilitation units.
Second, the case manager helps clients who are no longer independent and have complex care
needs. The role of case manager is in a developmental stage and case managers are currently only
installed to aid elderly who are suspected of dementia. The case manager has a broader focus than
the transfer nurse, and can assist clients with (suspected) dementia in the following ways:
•
Counseling before or after the diagnosis.
•
Mapping the care needs of the client.
•
Providing information and advise on the diagnosis, prognosis and consequences.
•
Coordinating care by offering information on possible provisions and on administrative
requirements and processes for these provisions.
•
Stimulating elderly who avoid care to accept some care provisions.
•
Emotional and practical support to the client and informal care-givers.
Case managers are employed by long-term care providers, and are therefore paid through the AWBZ.
Research shows that clients are very satisfied with the help from case managers, and it is forecasted
that installing case managers nation-wide could reduce admission rates to care homes and nursing

144

- 15 -

homes. Consequently, investments in case managers are expected to be cost-effective due to a
reduction in AWBZ expenditure.5
Third, the role of the neighbourhood nurse is also to prevent early admission to care homes or
nursing homes. But where the case manager provides assistance and information, the
neighbourhood nurse offers basic nursing activities, such as preparing and giving medication,
dressing wounds, performing injections, providing intravenous therapy, inserting catheters, and so
on. The neighbourhood nurse also fills a social role, making conversation, advising the patient on
self-care issues or (psychological or social problems) and by keeping a close eye on the patient. She
provides feedback to family members or the GP when the client’s illness progresses or when
situations change. Currently, the municipalities employ neigbourhood nurses, but from 2015, health
insurers will become responsible for providing these services. Research has shown that
neighbourhood nurses can prove to be cost-effective, as they realize cost savings (€18,000 per nurse
per year) in other health care services.6

7. Improving coordination in the Dutch health care system
Figure 4 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 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 authorization 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. However, the frail elderly and
elderly with a cognitive disability or psychogeriatric illness are usually not able to make effective
use of personal budget due to their lack of independence. A care manager or family member can
then play a role.
2. Improved system of information-sharing within the ZVW. The introduction of regional or even
national collaborations between medical care providers (mainly GP, substituting GP, pharmacist,
and hospitals) can reduce administrative hassles and delays in information-sharing between
them.
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
5

http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-casemanagement-dementie.pdf
http://www.bmc.nl/expertisegebieden/bedrijfsvoering-in-het-sociale-domein/mediatheek/rapport-de-zichtbareschakel-wijkverpleegkundige-een-hele-zorg-minder/
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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 existing platforms and
flows of information- and data-sharing are now thoroughly analyzed. Possible scenarios to
improve information-sharing are researched, as well as any legal restraints. As of yet, it
remains unclear what form an information-sharing 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.
o 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, long-term 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).

8. Future measures to deal with rising health care costs
8.1 Broad scope
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 neighbors, rather than the formal system;
2. A sharp distinction between individual responsibility, entitlements to health care, and
practical solutions.
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. One tool for the government to promote independence and network support is to
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downsize supply. In the future, 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, counseling, 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 be better equipped to
coordinate and provide these services than the national and bureaucratic system of the AWBZ.
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.
8.2 (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.
• The compulsory deductible might become income dependent in the long term.
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 for their clients. This will benefit clients, since
they now have one “reception desk” for both forms of care services. In the new system, longterm care providers will bill health insurers instead of care offices for their provided services.
• Lower-level intramural care (ZZP 1 and 2) disappeared in 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 counseling) 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 counseling will be the responsibility of the municipality.
• 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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付録
2013 年度 研究会名簿（2014 年 3 月 1 日現在）
磯部 文雄 城西国際大学教授、福祉未来研究所代表
井深 陽子 東北大学
大森 正博 お茶の水女子大学
庄司 啓史 衆議院事務局
府川 哲夫 福祉未来研究所代表、武蔵野大学教授
堀田 聰子 労働政策研究・研修機構
松田 典子 文教大学

2013 年度 研究会開催状況等
5 月 10 日

第 1 回研究会：2013 年度研究プラン

6月7日

Leyden Academy と基本合意

8月1日

第 2 回研究会：Workshop の最終打合せ

10 月 26 日 早稲田大学において Workshop
10 月 29 日 東京財団においてフォーラム（Marieke van der Waal、大森正博）
12 月 1 日

月刊「統計」2013 年 12 月号特集“これからの医療・介護－オランダに学ぶ－”

1 月 30 日

Workshop Papers の native check 完了

2月4日

第 4 回研究会：2013 年度報告書の議論

3 月末

報告書取りまとめ
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