はじめに
「日本の医療には多額の税金が投入されている。限られた財源の効
率的な使い方を考えなければならない」などという財務省の役人が
言いそうなセリフは、医療従事者の心にはあまり響かない。
医療は、医療従事者で成り立っている産業である。医療の現場を
知らない役人やエコノミストが、そろばんだけはじいて医療費をじ
わじわ削ろうとすることに対する、
医療サイドからの反発は根強い。
「医療を経済の立場で議論するとはとんでもない」などと言う医療
従事者は、
昭和の時代に比べればずいぶん減ったような印象である。
とはいえ、
「経済」と聞くと眉をひそめる医療従事者はいまだ少なく
ない。そういう方々は、経済学に対して少々誤解を抱いているよう
に見受けられる。
第一に、経済学＝金もうけの学問、という誤解。「私たちは金もう
けのために医療をやっているのではない、だから私たちにとって経
済学は不要である」という誤解である。実際のところ、経済学は金
もうけのための学問ではない。
第二に、医療経済学＝医療経営、という誤解。実際、医療経済学
は医療経営と直接関係はない。病院経営や診療所経営をどうすれば
よいか知りたい方は、他書をあたってほしい。
一方で、
「少子高齢化だ」
、
「不況だ」と言われるこのご時世、「経
済」を全く無視するわけにもいくまい、と何となく感じている医療
従事者が多くなっている印象である。特に昭和の終わり以降に生ま
れた世代には、大不況の渦中で職の安定を求めて医療系に進まれた
方々も少なくなかろう。そういう世代の中には、
「経済」は大事だと
思うものの、
「経済学」を学んだことがないから、自分が何をすべき
かよくわからない、と感じている方々も多いに違いない。
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臨床医学は一人ひとりの患者の命を救い、生活の質を向上・維持
することを目指している。一方、医療経済学は社会全体での医療資
源（医療従事者などの人的資源、医療施設・医療機器・医薬品など
の物的資源、医療情報など）の最適な配分のあり方を分析・考察し、
医療現場や医療政策に役に立つ示唆を与えることを目指している。
両者は、人々の健康な生活や幸福を目指すという点で、目的は同じ
である。ただその方法が違うだけだ。
多くの医療従事者が、目の前の患者の治療やケアに精一杯がん
ばっている。患者のためにできる限りの治療・ケアを施す。それは
それで、昔も今も善いことである。しかし今や、それだけでは医療
全体が立ち行かなくなっている。経済学を知らずに、患者にとって
社会にとってベストな医療を提供できなくなってきているのだ。
医療従事者はこれまで、日常診療の中で、医療経済のことなどあ
まり深く考えてこなかった。そのツケがそろそろ社会全体に回り始
めている。ミクロのレベルにおける経済を考慮しない医療の積み重
ねが、マクロでみれば医療財政を破綻の一歩手前に導き、医療シス
テム自体を崩壊に追いやろうとしているのだ。
医療・介護を含む社会保障費の拡大によって、多くの地方自治体
の財政は破綻寸前である。国家財政も赤字を累積し、想像したくな
いものの、国家の財政破綻が起きないとは言えないだろう。地方や
国の財政破綻が現実のものとなったとき、医療サイドがいくら現状
の医療体制やインフラの死守を訴えても、経済・財政サイドに十分
に対抗できるとは思えない。
1980年代からずっと、医療の中身を考慮せず、医療費全体を切
り詰める財政政策が間断なく続けられてきた。それは国民医療費の
上昇を抑制するという意味ではいくぶんうまくいっている。
しかしそれは、医療の質を犠牲にしかねないやり方であり、医療
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サイドからの批判は絶えない。とは言え、医療サイドが経済・財政
サイドと感情的に対立するだけでは、物事を正しい方向に導くこと
はできないだろう。
もはや役人やエコノミストだけに医療経済を任せておくわけには
いかない。今、われわれ医療サイドに求められているのは、現状維
持のままではそう遠くない将来に現実となるであろう医療財政危機
と医療体制崩壊を回避するために、現下における医療の無駄を明ら
かにし、守るべき医療は何かを明らかにし、医療の質を維持しつつ
医療体制をスリム化し、国民の命と健康を預かる医療を死守するた
めの方策を考え、実践することではなかろうか。
それらを実行するにあたって、手始めに、医療従事者一人ひとり
が医療経済学を学ぶべきである。とはいえ、ほとんどの医療従事者
は学校で経済学を学んだことがないし、卒後も学ぶ機会はほぼない。
そこで、本書をお読みいただければ幸いである。経済学の予備知
識がゼロの方でも、一気に通読できるように書かれてある。医療従
事者が知っておくべき医療経済学の基礎知識を、3～4時間で理解で
きるだろう。
本書の読者対象は、すべての保健・医療・介護系の従事者および
大学生・大学院生である。
本書の構成は以下の通りである。全体を基礎編（第1～3章）と応
用編（第4～8章）に分けている。基礎編・第1章「高等学校『政治・
経済』レベルの経済学の基礎知識」では、経済学を学んだことが全
くない医療従事者向けに、高校の「政治・経済」の教科書に書かれ
てある経済学の基礎知識をわかりやすくまとめた。学んだことのあ
る方々にも復習の意味で通読をお薦めする。
第2章「今さら人に聞けない医療介護制度の基礎知識」は、医療
従事者が大学や専門学校で学んだ「公衆衛生学」の教科書に書かれ
ている内容の復習である。

iv

第3章「医療経済学の基礎」では、大学経済学部の専門課程で学
ぶレベルの医療経済学の基礎知識をわかりやすく解説している。
応用編では、第4章「国民医療費」
、第5章「医療の無駄」
、第6章
「医療技術の効果と費用」
、第7章「医師不足問題」
、第8章「貧困の
問題」という、
医療経済学に関連する各論を配した。基礎編（第1～
3章）をお読みいただいた後、第4～8章はどの章からお読みいただ
いても大丈夫である。最後の第9章「持続可能な医療システム構築」
は、全編のまとめのような位置づけである。
本書を通じて、
医療従事者の方々が医療経済学の基礎知識を学び、
「医療経済マインド」を身に着け、
日常臨床を医療経済の視点から再
考するきっかけとしていただければ幸いである。エビデンスに基づ
く有効かつ費用対効果に優れるプラクティスの実践に繋げる契機と
されることを願ってやまない。
2020年6月

康永秀生
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2通りある。
1つ目の批判は、医療に経済観念を導入すべきでない、というお決
まりの批判であり、全く以て失当である。日本では、効果に関する
エビデンスの基準もゆるめに、費用は度外視して、多くの医療技術
を保険償還するということを続けてきた。それが結果的に医療制度
Ⅱ応用編 ：

の持続可能性を危機にさらしている。もはや逃げ道はない。
2つ目は、
費用効果分析の方法論に関する無理解からくる批判であ
る。特に、費用効果分析に用いるQOL値の算出方法について疑問が
上がった。臨床家にはなじみのないEQ-5Dの質問項目に対する疑問、
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QALYsという概念自体への違和感など、ほとんどは的を射ない批判
である。既に国際的に標準化され、妥当性・信頼性も検証済みであ
り、多くの国々で受け入れられている測定法である。
費用効果分析の目的は、個々の医療サービスについて費用に見合
う効果があるかどうかを分析することである。高額にもかかわらず、
それに見合う効果がない医療サービスの提供は控えるべきである。
予算制約の中、同じ費用を別の医療サービスに投入したほうが、国
民全体の健康や満足度の向上につながるからだ。
市販後の薬剤であってもその効果を再評価し、効果に見合う薬価
をつけることを、今後さらに広範囲に検討すべきであろう。効果の
高い薬は高価格、効果の低い薬は低価格をつける。薬の価格を、需
要と供給ではなく、価値に基づいて評価する。当たり前のことを当
たり前に実行する努力が肝要である。

6－3．高額医薬品の問題
医療の財源には限りがあり、有効な医療サービスであっても無尽
蔵に使用していいわけではない。医療サービスの有効性・安全性の
みならず、効率性も考慮しなければならない。効率性には、①費用
対効果、②財政へのインパクトという二つの指標がある。
費用対効果とは、前項で示した通り、費用に見合う効果があるか
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どうかという物差しである。財政へのインパクトとは、当該医療技
術が普及した場合の総額の医療費で測られる。
本項では、いくつかの高額医薬品を例にとって、費用対効果と財
政へのインパクトについて説明しよう。

（1）オプジーボ騒動
免疫チェックポイント阻害薬の一つであるニボルマブ（商品名オ
プジーボ）は、2014年に「根治切除不能な悪性黒色腫」に対する治
療薬として承認された（2-3章参照）
。オプジーボの薬価は原価計算
方式によって算定された。当初、患者数500人ぐらいで採算が取れ
ることを想定して、1瓶73万円の薬価がつけられた。継続的な投与
が必要であり、患者1人当たり1年間で総額約3,500万円に達する。高
額療養費制度を利用すれば、患者の自己負担は最大でも年間約123
万円であり、残りはすべて公的負担となる。
ところが、2015年12月に「切除不能な進行・再発の非小細胞肺が
ん」へ適応が拡大され、対象患者数は一気に増加した（その後さら
に腎がんや悪性リンパ腫や頭頚部がんにも適応が広げられている）。
費用対効果という面で見れば、果たしてこの薬に年間3,500万円に
見合う効果があるのか？

肺がん患者に対する奏効率は約20％と

高くない。しかし一部の患者には効果が長期に持続する。どの患者
に効果があるのか、事前に予測することはできない。この治療に期
待をかけるがん患者は多い。医師は「患者の希望」という価値観を
「国民負担」という資源の問題より常に優先しがちである。
年間3,500万円という数字は、医療界を超えて一般にも耳目を集
め、米騒動ならぬ「オプジーボ騒動」に発展した。著名な経済学者
である伊藤元重・東京大学名誉教授もこの問題に言及した52。伊藤

52 伊藤元重．
［地球を読む］薬価制度改革 国の財政圧迫 厳しく検証．読売新聞 2016 年
12 月 4 日）
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氏は、医薬品の適応が拡大して使用する患者数が増加したならば、
それに見合って薬価は下げるべきと主張した。全くその通りである。
当初、厚生労働省はオプジーボの薬価を抑えるために、
「市場拡大
再算定」というルールを適用しようとした。オプジーボの製造販売
元の企業は年間売上高を1,260億円と予想していた。年間売上高が
Ⅱ応用編 ：

1,000億円から1,500億円、かつ当初予想の1.5倍以上の場合、市場拡
大再算定のルール上、薬価は25％引き下げとなるはずであった。
ところが2016年10月の経済財政諮問会議において、オプジーボが
槍玉にあがり、
「50％以上引き下げるべき」との意見が出され、そ
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れがメディアによって報道された。
「50％以上」の数字の根拠は不
明であるものの、オプジーボの薬価がアメリカで約30万円、イギリ
スでは約14万円に既に引き下げられていたことが背景にあるとみ
られる。
国民の理解が得られない、と判断した官邸が動き、厚生労働省が
それに促される形で、2016年11月、オプジーボの薬価を50％緊急引
き下げし、1瓶約36.5万円とした。
この「超法規的措置」は、製薬業界全体に冷水を浴びせた。ある
外資系製薬企業の関係者は、こういうことをされては薬価を予見で
きなくなるから、日本での事業化はリスクが大きいと判断せざるを
得ない、などと不満を口にした。海外の新薬が日本では販売されな
くなるケースが今後発生する懸念もなくはない。
とは言え、使用患者数が増加すれば薬価は引き下げられて当然で
ある。オプジーボの薬価については、最初はやや性急な引き下げで
はあったものの、その後はルールに従って順当に引き下げられ、
2018年4月の薬価改定時に約27.8万円、2018年11月の再算定で約17.4
万円となった。

（2）高額薬価の記録更新中
白血病のCAR-T細胞療法薬チサゲンレクルユーセル（商品名キム
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リア）は、難治性の血液悪性腫瘍に対して、たった1回の投与で高い
有効性が認められている。開発費が超高額であるため、日本での最
初の薬価は1回投与当たり約3,349万円と算定され、当時の史上最高
薬価を記録した。しかし対象患者が若年や難治性などに限定されて
おり、想定患者数は年間200人余りに過ぎない。そのため財政への
インパクトはそれほど大きくない。
乳幼児の脊髄性筋萎縮症（SMA）は、人工呼吸器がなければ2歳
以上は生きられない難病である。SMAに対する遺伝子治療薬ゾルゲ
ンスマに対して、アメリカで最初につけられた薬価が212万5,000ド
ル（約2億3,000万円）であった。恐ろしく高額であるものの、既存
薬と比較した費用対効果はむしろ優れているようである。既存の
SMA治療薬ヌシネルセンを1年間使用すると約41万ドルかかる。ゾ
ルゲンスマ1回の費用は、ヌシネルセン5年分の費用と同等である。
しかしゾルゲンスマはたった1回の治療で済む。SMA治療にかかる
総医療費はヌシネルセンに比べてむしろ削減される可能性がある。
SMAは希少な難病であり、患者数はごく限られており、財政へのイ
ンパクトもそれほど大きくないとみられる。なお、日本では2020年
に約1億6,700万円で薬価収載された。

6－4．予防医療と医療費
（1）「予防で医療費削減」のウソ
はじめに、病気の予防は絶対的に重要である。糖尿病を早期に発
見し、その後も通院で糖尿病管理を行えば、合併症の進行を遅らせ
ることができるだろう。外来初診時に既に透析が必要な状態にまで
腎機能が悪化している患者は珍しくない。医師はそういった患者を
診るにつけ、予防の重要さを痛感せずにはいられないだろう。
予防医療によって疾病の罹患や進行を抑えたり、早期発見・早期治
療につなげることは、個人レベルでも国家レベルでも優先度が高い。
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ところで、予防医療を推進することが、結果的に医療費の抑制に
つながると考えられがちである。政府は、医療費抑制の手段の一つ
として、予防医療の推進をたびたび掲げてきた。しかし、
「予防で医
療費が削減できる」という考え方はほぼ誤りである。
多くの予防医療は、短期的な医療費を少々削減できたとしても、
Ⅱ応用編 ：

長期的に見ると医療費の削減にはつながらないし、むしろ医療費を
増大させることもある。そのことは、これまでの医療経済学の多く
の研究で実証されており、医療経済学の専門家の中では共通認識で
ある。
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アメリカでは2008年の大統領選挙で、候補者たちが「予防で医療
費削減」を公約に掲げた。そうした政治的な動きを批判すべく、ア
メリカの著名な医療経済学者たちが共同執筆した論説が『New England Journal of Medicine』に掲載された。予防の多くは医療費を削
減できず、むしろ医療費を上昇させる、という内容である53。
慢性疾患の予防対策は重要な投資である。しかし、それによるコ
スト削減を当てにはできない。こうした考え方は、アメリカでは
2000年代の終わりには既に、少なくとも専門家の間ではコンセンサ
スを得られていた54。

（2）予防で医療費を減らせない根拠
禁煙対策、がん検診、メタボ健診などの慢性疾患予防対策は、長
期的にはむしろ医療費を増加させる。なぜこれら予防対策が医療費
を削減できないか？

理由は簡単だ。予防対策は、慢性疾患にかか

るタイミングを先送りしているだけである。

53 Cohen JT, Neumann PJ, Weinstein MC. Does preventive care save money? Health
economics and the presidential candidates. N Engl J Med 2008; 358: 661-663.
54 Russell LB. Preventing chronic disease: An important investment, but don’t count on
cost savings. Health Affairs 2009; 28: 42-45.
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多くの人がいずれ、がん・心臓病・脳卒中などの慢性疾患にかか
り、いずれ死亡する。死ぬ間際の数年間に確実に医療費はかかる。
つまり予防対策は医療費がかかるタイミングを先送りしているだけ
であって、生涯にかかる医療費の総額を削減できない。
1）禁煙対策は医療費を増大させる
言うまでもなく、禁煙対策や受動喫煙防止対策は絶対に必要であ
り、強力に推進すべきである。受動喫煙は、マナーの問題という次
元の話ではなく、健康被害の問題である。経済学的には典型的な外
部不経済の問題であり、政府による厳格な介入が正当化される。
一方で、生涯にかかる医療費の総額は、喫煙者よりも非喫煙者の
ほうが高くなる。そんなことは20年以上前にわかっている。1997年
に『New England Journal of Medicine』に掲載された論文にも書か
れてある55。理由は簡単だ。喫煙者は早死にする。死亡すればそれ
以降は医療費がかからなくなる。非喫煙者は長生きして、生涯医療
費は増大する56。
何度でも言うが、禁煙対策は絶対に推進すべきだ。医療費がかか
るから禁煙対策は推奨されない、などという本末転倒の議論はあり
えない。
2）がん検診は医療費を増大させる
がん検診には、
死亡率減少効果に関するエビデンスがあるものと、
ないものがある。大腸がん検診や乳がん検診などは前者、PETがん
検診などは後者である。
エビデンスのない医療技術は、
費用効果分析の俎上にも載らない。
費用効果分析は、単純化していうと、分子が費用、分母が効果であ
55 Barendregt JJ, et al. The health care costs of smoking. N Engl J Med 1997; 337: 10521057.
56 Yang W, et al. Simulation of quitting smoking in the military shows higher lifetime
medical spending more than offset by productivity gains. Health Affairs 2012; 31:
2717-2726.
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る。費用が安かろうが高かろうが、効果がゼロならば、費用／効果
は無限大である。
前立腺がん検診は、財政へのインパクトという点で見れば、前立
腺がんにかかる医療費をほぼ倍増させる。その最大の原因は、過剰
診断・過剰治療による余剰費用である57。
Ⅱ応用編 ：

2014年に報告された前立腺がん検診の費用効果分析の結果では、
55～59歳で検診間隔が2年のグループではICERが7.3万ドル/QALY
と算出された。費用対効果に優れるか劣るかの閾値の上限値は、ア
メリカでは10万ドル/QALYとされている。7.3万ドルはこれを下
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回っているから、費用対効果に優れるとかろうじて判定される。し
かし65歳以降では、過剰診断によるQALYの減少により、費用対効
果が劣るという結果であった58。
3）メタボ健診は医療費を増大させる
メタボ健診における特定保健指導を受けたグループは、受けな
かったグループに比べて、翌年の健診でメタボが改善している割合
が高く、短期の医療費を削減する可能性も示された59。しかし、あ
くまで短期的に医療費を少々削減できるということであって、長期
的な医療費削減効果は望めないだろう。メタボ健診によって血管病
にかかるタイミングを先送りできたとしても、生涯医療費の抑制に
はつながらない。
2006年に厚生労働省は、メタボ健診によって2025年には約2兆円
の医療費を削減するという目標を掲げた。元財務官僚で現・山形大
学教授の村上正泰氏が自著の中で当時の状況について赤裸々に吐露
されている60。
57 Heijnsdijk EA, et al. Overdetection, overtreatment and costs in prostate-specific antigen
screening for prostate cancer. Brit J Cancer 2009; 101: 1833-1838.
58 Heijnsdijk EA, Et al. Cost-effectiveness of prostate cancer screening: a simulation study
based on ERSPC data. J Natl Cancer Inst. 2014; 107: 366.
59 厚生労働省「特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググルー
プ―最終取りまとめ」報告書 2015．
60 村上正泰．医療崩壊の真犯人．PHP 研究所，2009．
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「根拠のない数値目標を設定する意味など全くありはしない。私は
当時、厚生労働省においてこの数値目標の設定を担当していたが、
“なんらかの指標が必要”という小泉総理の言葉を受けて、仕方なく
“えいやっ”と設定しただけの代物なのだ」。
村上氏の告白には、心から敬意を表す。パフォーマンスを優先す
る政治家が行政を歪めるという悪弊は、昔も今も変わらないようだ。

（3）日本における議論の整理
筆者は、上記の「予防は医療費を削減しない」という話を、2017
年1月の日本経済新聞のコラムに初めて書いた。一般の方々が興味を
示すかどうか、あまり自信はなかったのだが、予想外に反響は大き
かった。新聞各社や雑誌などのメディアから取材や執筆依頼が相次
いだ。記者たちは口々に「そんな話は初耳」と語った。
財務省が話を聞きたいといってきた。財務省の官僚は、これまで
の厚生労働省の話と違う、といった様子。
ある健康保険組合の団体からも講演依頼が来た。健保組合にして
みれば、自分たちはこれまで厚生労働省の指示通りにメタボ健診を
実施してきたし、
「予防で医療費削減」をスローガンにやってきた。
それを否定するようなコラムの内容に、いささか困惑していると
いった様子。完全アウェーの敵地に乗り込む心境で講演に赴いた。
「予防医療は重要である」という前置きを強調し、「予防に取り組む
現場の保健師、医師などの医療従事者の仕事は尊い」と力説し、納
得してもらった。
厚生労働省が「賛否両論あるので、いろいろな学者を集めて議論
する場を開きたい」と言ってきた。とっくに結論が出ているテーマ
について議論しても仕方がないとも思ったが、議論の場には出席す
ることにした。
議論の結果は、
「
『健康寿命の延伸の効果に係る研究班』議論の整
理」という文書にまとまられ、厚生労働省のホームページに公開さ
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れている61。その中で、
「医療費については、短期的な費用増加抑制
の可能性が指摘される一方で、生涯の医療費については、健康寿命
が延びた場合には寿命も延び疾病にかかるタイミングを先送りして
いるとの考え方から、あまり変わらない又は増加する可能性が高い
とする考え方と、仮に寿命の延びを上回る健康寿命の延びが実現さ
Ⅱ応用編 ：

れた場合には、生涯医療費も抑制され得る、との考え方が示された」
と書かれてある。
つまり両論併記である。
「予防で医療費削減」を言い続けてきた厚
生労働省が、
「
（生涯医療費は）あまり変わらない又は増加する可能

医療技術の効果と費用

6

性」についても言及するようになった。大いなる進歩である。

61 https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000495324.pdf
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