(氏名:岡本悦司)

1ページ

教

育

研

究

業
氏

通
番

著書・学術論文名等

市町村国民健康保険の収納

1 率に影響する要因

単著・ 発行・発
共著の
表年月
別

名

発行所
発表雑誌
発表学会

単著

大阪大学医学雑
1992年4月 誌44巻3号31～
35頁

共著

Medical Care31
1993年4月 巻4号335～344
頁

Main trends in hospital

2 use in different cities

績

in Japan

3

The role of municipal
governments subsidy for
financing the elderly
health care

単著

J of Health
Care &
1993年11月
Society2巻1号
23～42頁

4

老人保健制度による財政調
整影響額の経年推移－－－
北海道市町村国保からの分
析

単著

1993年11月

5

Effects of Insurance
Coverage on Cataract
Surgeyr for Elderly
Population

6

Japan's Financing System
for Elderly Health Care

健康診査受診率に対する影

7 響因子に関する研究

医療と社会3巻1
号26～40頁

単著

Journal of
Health Care
1996年5月
and Society6巻
1号37～48頁

単著

Journal of
Aging & Social
1996年11月
Policy8巻2号25
～35頁

共著

1996年12月

医療経済研究3
巻1号75～86頁

書
岡

本

悦

司

平成20年2月8日
印

概要
(共著者及び分担執筆者名）
全国及び大阪府の市町村国民健康
保険の保険料収納率と各種社会経
済因子との相関を分析した。収納
率と市町村の人口規模及び老人一
人当たり医療費との間には負の相
関がみられ、収納率と老人一人当
たり医療費とは社会経済指標につ
いて正負逆の相関を示した。【学
位論文】
多田羅浩三，新庄文明，西垣千
春，高鳥毛敏雄，岡本悦司,黒田
研ニ。
大阪府内の市町村入院受療状況を
分析した。
多くの自治体は自発的に老人に対
する医療費助成を実施している
が、国による老人保健制度と違っ
てその全国統計は無い。そこで国
民健康保険のデータを基にそうし
た自治体の独自事業の規模を年間
1150億円と推計した。より効果的
な公的資金の使途を提言した
7月社会医学研究会で発表した内
容を論文としたもので、過去の分
析に加え: 西暦二千年におけるマ
イナス影響の大きさを将来人口で
推計した。現行の老人医療費の調
整のままでは市町村国保の財政に
深刻な圧迫が及ぶと予想した。
白内障手術のような選択的手術の
実施率は救命手術と異なり、保険
給付によって大きく変動する。92
年の眼内レンズの保険適用の前後
を比較すると、およそ14％に「買
い控え」と「買い走り」が観察さ
れたが、長期的な増加傾向にはほ
とんど影響は無かった。
高齢者医療の財源システムをレ
ビューし、それが年金のような長
期積立方式ではなく単年度ごとに
使いきる方式であることから高齢
化に対忚するためメディケアのよ
うな積立基金の創設を提言した
辻一郎,岡本悦司,多田羅浩三,久
道茂,開原成允。
老人保健法による健康診査受診率
に対する影響因子を明らかにする
ため全国市町村への郵送調査を実
施しだ。
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12 of PCI procedures in
Japanese Hospitals

レセプト全傷病分析による

13 町村間ならびに月間変動の
分析

Reduction of Influenzarelated Outpatient Visits
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レセプト傷病分析の原理と

15 シミュレーションによる妥
当性の検証

交通科学27巻1
号4～8頁

医学教育33巻4
号239～246頁
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2003年11月
(筆頭)
号14～20頁
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Japanese J of
Pharmacoepidem
2003年12月
iology8巻2号55
～60頁

日本公衆衛生雑
共著
2003年12月 誌50巻12号1135
(筆頭)
～1142頁

在宅要介護高齢者に対する訪問看
護など各種在宅サービスの潜在需
要をADLをキーとして国民生活基
礎調査や訪問看護ステーション調
査より全国推計した。アメリカ公
衆衛生学会老年分科会の国際研究
者賞受賞論文。
岡本悦司,三戸秀樹,大塚順子,朱
田靖夫。
免許更新のため八尾保健所を来所
した個人タクシー運転手143人に
健康診査とあわせて乗務形態を調
節し，自分に合わせて乗務を調節
できる法人タクシーとは異なる特
殊性が示された。
Rodwin M, Okamoto E.
医師の利害衝突について、市民団
体や医師会等の対忚を法的、制度
的に日米比較した。医師のプロ
フェッショナリズムを保護する観
点から米国では医師の法人化は好
ましくないとされてきたが、日本
では逆に医療法人化は積極的に推
進された。
上さこ俊法，岡本悦司，上嶋繁，
吉田浩ニ，佐藤隆夫，松尾理。
近畿大学医学部におけるチュート
リアル方式導入の効果を評価し
た。
経皮的冠動脈治療の集中度を患者
調査を用いて二次医療圏単位で分
析した。質と治療成績向上のため
には特定施設への集積が必要なの
に,逆に分散の傾向があり,2002年
改定で実施件数による施設基準が
導入される一因にもなったと分
析。
岡本悦司，田原康玄。
市町村内の全国保被保険者につい
て12か月にわたって全傷病,全診
療行為別点数が分析されたおそら
くはわが国初の例に関する報告論
文。愛媛県内の2町村について比
較検討を行った。
高齢者をインフルエンザワクチン
接種者と非接種者に分け,レセプ
トによりインフルエンザによる外
来受診日数の割合を比較したとこ
ろ,臨床試験と同じ有効性が確認
され,レセプトデータは臨床試験
に匹敵する効果指標であると示し
た。
岡本悦司，畑栄一。
95年に考案されたPDMの手法に不
可欠な重み推計法について平均値
補正法という手法を提案し,シ
ミュレーションデータを用いてそ
の妥当性を検証した。
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レセプト等の個人情報をプライバ
日本公衆衛生雑
シー保護しつつ活用するための
2004年6月 誌51巻6号445～
Excelでできる簡便な暗号手法を
455頁
提言した
レセプトや退院時抄録のような医
療費データが臨床研究にどれだけ
臨床研究・生物
活用できるか,米国の病院レセプ
2004年7月 統計研究会誌24
ト(HCUP)データを用いて医師の経
巻1号19～29頁
験件数と術後死亡率を解析して例
示した
岡本悦司，畑栄一。
Japanese J of みずから開発したレセプトの複数
Public
傷病分析の原理であるPDM法を3つ
2004年11月
Health51巻11号 の異なる重み推計法を適用してシ
945～958頁
ミュレーションデータで比較検討
した。
岡本悦司，畑栄一。
J of Health
レセプト傷病分析の原理である
Care &
PDM法の新しい重み推計法(平均値
2005年3月
Society14巻4号 補正法とExcelソルバーによる最
117～126頁
適化法)を考案しモンテカルロ法
により検証した。
レセプトの主傷病分類は2001年ま
では保険者が,2002年以降は医療
J of Health
機関が明記するようになったた
Economics &
め,分類者の変更により分類結果
2005年6月
Policy17巻1号
が傷病によりどう変化したか幾何
43～58頁
平均,幾何標準偏差を用いて定量
的に分析した
岡本悦司，関田康慶。
介護保険の要介護認定におけるい
Health
わゆる「掘り起こし」が市町村ご
2005年7月 Sciences21巻3
とにどの程度あるか,数理モデル
号1～10頁
を用いて推計する手法を提案し
た。
増田宏，安藤雄一，土井徹，宮間
保健医療科学54 浩史，山岡和枝，岡本悦司，望月
2005年9月 巻3号205～215 友美子，磯野威。過去3年間の科
頁
学院e-learning受講者全員に対す
るアンケート調査
岡本悦司，畑栄一，小林正子，林
Environmental 謙治。
Health &
学校保健統計に加齢－時期－世代
2007年5月 Preventive
(APC)分析を適用し学童の喘息有
Medicine12巻3 病率が男女ともに世代を追って増
号119～128頁 加する傾向のあることを明らかに
した。

総説

RBRVS－－メディケアの新診

1 療報酬点数表]

単著

プロフェッショナルフリーダムへ
の配慮から医師報酬への介入に消
日本医事新報 極的だった米国政府も医師報酬の
1989年4月 3387号95～101 点数蕪ｱ入を決めた。ただ日本と
頁
異なり、点数表を政策誘導の手段
にせず、原価に基づく設定をした
ことからRBRVSと呼ばれる。
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～29頁
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～76頁
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1875号6～12頁

7 予防医学からみた医療経済

単著

1995年7月

The LUNG3巻3号
59～63頁

2 在宅医療の採算性

3

制度費用に関する試論－－
－医療保険を中心に

保険診療における規制の態

4 様

規制緩和の制度的補完のあ

5 り方

審査、指導・監査のあり方

レセプトの法的性質と研究

8 利用の可能性

9

Forecast of economic
impact of Hepatitis B and
C virus-related diseases

単著

日本公衆衛生雑
1995年11月 誌42巻11号999
～1006頁

単著

Japan Desease
and Economic
1996年8月
Forecast (JDE0
号0～57頁

訪問診療や訪問看護リハビリテー
ション等在宅ケアの採算性を実例
をもとに検討した。さらに90年診
療報酬改定で訪問看護料が大幅引
き上げられたことによる改善の程
度をシミュレーションを試みた。
医療保険の制度費用（事務費、審
査支払経費）を給付費に対する割
合で試算したところ国民健康保険
は4.89％、健保組合は4.59％、全
制度平均は2.56％であった。アメ
リカは5.1％、カナダは1.2％で、
わが国医療保険の効率性は必ずし
も優れてはいない。
厚生省保険局委託研究の報告書の
一章。保険診療の法的性質を生活
保護法や結核予防法などの公費診
療と対比させ、後者が公定力を伴
う行政処分であるのに対し、前者
は民事上の債権債務であり、より
ゆるやかな規制の態様となってい
る点を指摘した。
保険診療は本質的に「規制診療」
であるが、もし何らかの規制緩和
をはかろうとするなら、どのよう
な制度的補完が必要かについて医
療の質保証、みなし公務員導入に
よる守秘義務、民間医療保険など
を提唱した。
診療報酬審査や保険医に対する指
導・監査の見直しが進められてい
るなか、以下の点について行政法
とくに昨年施行された行政手続法
の視点から考察した。審査基準の
標準化、指導医療官、審査委員任
命、行政指導、自主返還、監査と
保険医に対する行政処分等。
予防医学の医療経済的効果は「患
者一人発見費用」「救命人年」な
どで評価され、検診によってはほ
ぼ飽和に近いものもある。予防に
よる寿命延長によって年金財政に
負担をかける「負」の経済効果も
あり、こうした正負、直接間接の
効果の総合的な評価が必要
レセプトは診断書のような医学上
の事実証明の文書ではない。また
保険者が行うレセプト点検調査は
統計法による届出は拒ﾔが望まし
い。
西暦2020年における日本の主要疾
病の医療費および社会コストを
卵ｪする国際共同研究の第2巻。第
2巻ではＢ・Ｃ型肝炎および老年
痴呆について第一線の臨床医を対
象に詳細なインタビュー調査を行
い、レセプトによる疾病別医療費
推計と合わせた。
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Studies2巻1号
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11 21世紀の国保制度を展望す
る

単著
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介護保険制度下における守

社会保険旬報
1934号31～37頁

Journal of
共著
Health Care &
1997年11月
(筆頭)
Society7巻3号
150～166頁
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1999年3月

公衆衛生63巻3
号193～198頁

共著
(筆頭)

2000年6月

薬剤疫学5巻1号
37～48頁

単著

2001年5月

労働の科学56巻
5号4～8頁

16 審査のあり方

単著

2003年3月

保険診療58巻3
号74～77頁

17 行政とEBM

単著

医薬ジャーナル
2003年7月 39巻7号157～
161頁

13 秘義務

レセプト電算化と薬剤疫学

14 研究への忚用

介護保険の実施と内在する

15 問題点－要介護認定を中心
に

保｢健｣組合によるレセプト

高齢化社会に対処するため日本は
「10年ゴールドプラン」という政
策目標をかかげ、全市町村レベル
で老人保健福祉計画の策定が行な
われた。大阪狭山市における計画
策定委員として関与した経験より
介護ニード測定の方法や策定プロ
セスを分析
国民健康保険における保険者規
模、国保組合の所得把握と補助金
配分を分析し、高齢者の医療費を
異なった制度間でどう負担すべき
かについて提起された4案を比較
検討した。
Okamoto E, Johnson K.
わが国医療費は国際的にも薬剤比
率が高いとされ、その適正化のた
めに専ら患者負担の増加のみがと
られている。しかし患者負担増は
薬剤費を確実に減らすが必要な投
薬まで抑制する。代替策として薬
剤のマネジドケアである薬剤給付
管理の概念を提言した。
守秘に関する法規定を、資格身分
に基づくものと業務に基づくもの
とを概観し、介護保険法の秘密漏
泄処罰とみなし公務員規定を検討
した。
岡本悦司，滝口進，渡辺実，杉村
優徳。
2001年よりレセプト電算化が本格
化し、調剤薬局にも対象が拡大さ
れる。調剤レセプトは医科レセプ
トと異なり、審査は保険者からの
申立制であり、民事裁判に近い。
また減点査定を受けても薬局の損
害にならないことから電算化への
薬局の協力も得やすい。そこで、
電算化調剤レセプトの活用を提案
した(滝口進,渡部実との共著)
介護保険施行１年間の実績を基
に、特に要介護認定のあり方を中
心に検証した。居宅要介護者の場
合、要介護認定を受けても平均し
て支給限度額の43％しか消化して
いない実績からみて、ツリー図の
ような認定基準の正確性を向上さ
せることよりもむしろ、手続きの
簡素化が必要であ・
規制緩和により保険者と医療機関
の直接契約(いわゆるマネジドケ
ア)が解禁されたことより,保険者
の役割は従来の金銭出納係から被
保険者の健康維持へ,すなわち保
険組合から保健組合に進化すべき
と主張した。
治験活性化,医師主導治験の導入
等厚生労働省の推進するバイオテ
クノロジー戦略を解説した。

(氏名:岡本悦司)
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日本公衆衛生雑
2003年11月 誌511号1079～
1090頁

単著

2003年12月

用

かかりつけ医の再認識-臨床

19 研修必修化を中心に

20 行政における薬剤疫学

Is Health a right or an
21 obligation?--Japan's
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公衆衛生研究は疫学のみならず経
済,心理等様々な領域にまたがる
複合分野であり,疫学研究倫理指
針の導入によって厚生労働科学や
文部科学研究では遵守が義務づけ
られるためその適用範囲が重要に
なる。そこでフローチャートを
使って疫学研究倫理指針の適用を
実際の公衆衛生研究に適用して検
証した
臨床研修必修化をめぐって,40年
前のインターン闘争,20年前の家
庭医構想の頓挫から現在のかかり
つけ医制にいたるプライマリケア
医師制度の苦難の歴史をレビュー
した
医薬品副作用を検出するためには
従来の自発報告では限界があり,
レセプトのような業務データを
データマイニングすることが有効
であるが,現行薬事法は製薬企業
と医療従事者に報告義務を課して
いるが保険者にはそのような義務
は無いため薬事法改正により義務
づける必要性を主張した
2008年からの日本の医療制度改革
の一環である特定健康診査・保健
指導では腹囲を含む健診データが
集積され，指導が行なわれる。こ
れはジョージオーウェル的なビッ
グブラザーの時代のようだが，医
療保険法には国民の健康保持義務
が定められており，皆保険制維持
の視点から正当化されうる。

公刊図書

1 国民健康保険

単著

1989年3月 三一書房

2 地球環境と人間

単著

1990年11月 三一書房

3 医療費の秘密

単著

1991年7月 三一書房

単著

2000年12月 医学書院

ケアエコノミクス－－医療

4 福祉の経済保障

人口の３分の１が加入しながらそ
の複雑さゆえ加入者にとってもし
くみがほとんど知られていない国
民健康保険を一般人も分かりやす
く説明した。保険者徴収では実際
に個別徴収に同行し、なまなまし
い現場をレポートし91年第３回吉
村厚生科学研究賞を受賞した。
米国で最もよく使われている環境
学の教科書を邦訳した
身近でありながらブラックボック
スでもある医療費のしくみを、医
療保険のみならず、医療費控除と
いった税制、レセプト審査そして
医師への謝礼といった見えない部
分まで含めわかりやすく解説し
た。
医療および福祉の経済保障制度に
ついて初学者向けの教科書。初の
インターネット統合教科書として
専用ウェブサイトを設け、パソコ
ンと同時使用で学習できるよう作
られており通信教育にも対忚でき
る。

(氏名:岡本悦司)

5

名取スタディ－医療情報を
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単著

分担
単著
分担
(339～
346頁
を分
担)

10 険制度

共著
(筆頭)
(1～53
頁を分
担)

11 家庭医学大全科

分担
(1630
～1634
頁分担

保健婦のための国民健康保

宮城県名取市国民健康保険レセプ
国民健康保険中 トの分析報告書。糖尿病受療者の
2003年3月
央会
合併症発生状況やインフルエンザ
ワクチン効果測定等。
国立保健医療科学院技術評価部研
究動向分析室発足と臨床研究指針
国立保健医療科
の制定に関連して実施されたわが
2003年3月 学院技術評価部
国臨床研究に関する初の全国調
研究動向分析室
査。調査結果はインターネット上
でも公開している。
Tobacco Free タバコフリージャパン(TFJ)報告
2004年4月 Japan. 191～ 書の中でタバコと禁煙対策の経済
200頁
的影響を分析した。
日本公衆衛生協 わが国公衆衛生の実態を英語で詳
2007年11月
会
説したテキストの第7版
韓国の医療保険制度の章を分担。
皆保険制を達成したばかりの韓国
を訪問し、関係者や機関を広く調
1990年4月 日経BP社
査した結果をもとに、韓国の医療
保険制度の今後の動向を検証し
た。
岡本悦司,多田羅浩三。
保健事業に従事しているが保険事
業には従事していない保健婦を対
1990年4月 新企画出版社 象に、国民健康保険制度のしくみ
をわかりやすく解説し、保険事業
に果たすべき保健婦の役割を述べ
た啓蒙本。
200人を超える執筆者の一人とし
社会保険法規研 て医療保険制度および世界の医療
1991年7月
究会
制度の項を分担した。

分担
(192～
202頁
を分
担)

1992年4月 JICC出版

13 版）

分担
(430～
432頁
を分
担)

1992年6月 日本医師会

14 医療経営専門用語辞典

分担(5
項目を
分担)

1993年3月 第一法規

病院で死ぬ－－終末期医療

12 の現場から

国民医療年鑑（平成3年度

わが国医療費は総額20兆円にのぼ
るが、皆保険制度の下、医療費の
９割近くが国民の目に触れないか
たちで決済される。本章ではブ
ラックボックスの中身を解きあか
すとともに、レセプトの電算化の
影響について概説した。
日本医師会委託調査研究「超高齢
化社会におけるプライマリケア推
進のための保健医療福祉システム
（国際比較的な観点から）に関す
る調査研究－－ケアリング・ソシ
エティの実現に向けての一部を分
担。
医業経営コンサルタント協会での
経営相談専門員としての立場か
ら、老人保健法、自由開業医制
度、出来高払い、メディケア（ア
メリカの老人保健制度）、DRG(メ
ディケアの病院費用支払制）の5
項目について解説した。

(氏名:岡本悦司)

15 世界の医療制度を探る
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(2～20
頁を分
担)

16 WIBA

分担
(101～
102頁
を分
担)

17 医療・病院管理用語事典

分担(3
項目を
分担)

からだの科学臨時増刊「医
18 療改革」

分担
(44～
49頁を
分担)

保健医療福祉の総合年鑑

アメリカは国民全体をカバーする
医療保険制度を持たない先進国中
希有の国であるが、93年9月、ク
朝日ホームドク リントン政権は「アメリカ医療保
1994年5月
ター
障法」案を公浮ｵ、皆保険制へと
動きだした。本書は1912年以来の
皆保険制をめぐるアメリカの挫折
の歴史を詳述した。
保健医療福祉の年鑑を分担執筆し
た。見出し語は、給付率、レセプ
ト電算化、医療費通知、海外療養
費、標準報酬、保険料率、被扶養
1996年6月 日本医療企画
者、高額療養費貸付事業、社会保
険料控除、特定健康保険組合、傷
病手当金、法定給付・付加給付、
共済組合など
日本病院管理学会用語委員会によ
る初の専門用語辞典において「健
1997年7月 ミクス
康保険組合」「診療報酬」「支払
方法」の3つを分担した。
「医療費の無駄」の章を分担。不
正請求とは「不正又は不当」を指
すとされるが「不正」と、単なる
ルール違反にすぎない「不当」と
1997年9月 日本評論社
では全くニュアンスが異なる。レ
セプト審査は両者を俊別すること
ができず、会計検査院の調査や地
域格差のデータをもとに検証を試
みた
日本病院管理学会用語委員会によ
る専門用語辞典において医療費，
2001年7月 ミクス
健康保険組合，診療報酬，支払方
法」の4つを分担。
和田攻,南裕子，小峰光博他958名
[公費負担医療，社会的入院，難
2002年11月 医学書院
病医療費等11項目分担]

分担
医療・病院管理用語事典[改 (4項目
19 訂版]
を分
担)
共著
(11項
20 看護大辞典
目を分
担)
共著
(15～
2002年11月 医学書院
21 保健活動のキーワード
18頁を
分担)

22 学生のための医療概論

分担
(31～
42頁を
分担)

レセプト情報を活用した地
23 域保健活動の推進

分担
(41～
50頁を
分担)

24 医学大辞典

分担
(13項
目を分
担)

尾崎米厚，鳩野洋子，島田美喜他
[保健経済，医療制度改革を分担]

千代豪昭，黒田研ニ編。
医学看護学生向き教科書の中で医
療経済の章を分担した。内容は、
国民負担率について、国民医療費
の動向、医療費に対する国民の見
2003年2月 医学書院
方、日本の医療費は高いか低い
か、社会保障の財源－－－全か保
険料か、医療非営利の原則と医療
機関運営、医療費の効率化・合理
化
宮城県名取市の国保レセプトより
糖尿病治療の実態を分析した。合
国民健康保険中
2003年3月
併症の時間的発生率の推移やイン
央会
スリン治療者の血糖自己測定回数
等を分析した。
伊藤正男，井村裕夫，高久史麿他
1100名[健康保険制度，特定療養
2003年3月 医学書院
費等13項目を分担]

(氏名:岡本悦司)

25 歯科医療白書
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分担
(147～
155頁
を分
担)

分担
都市で老いる－4大都市にお (45～
26 ける高齢化の比較研究
52頁を
分担)

27 NEW予防医学・公衆衛生学

28

29

30

31

32

33

34

35

医療・医療保険制度改革の動向を
分担した。厚生労働省が示す複数
2003年3月 日本歯科医師会 の抜本改革案の図表にして比較検
討した。

2003年3月

国際長寿セン
ター

分担
(333～
341頁 2003年10月 南江堂
を分
担)

世界大都市プロジェクトの一環と
して4大都市の人口当たり外科手
術実施率を比較した。東京の開頭
手術の多さは脳出血の,ニュー
ヨークの心手術の多さは虚血性心
疾患の多さをそれぞれ反映してい
るが,股関節手術は都市間に大差
無かった
医学生向けテキストにおいて社会
保障と社会福祉の章を分担

医療保険，組合管掌健康保険，健
康保険，現物給付，国民健康保険
新版医業経営用語辞典
法，償還払い，出来高払い，包括
払いを分担
分担
国際医療経済学会長トーマス・
(365～
ゲッツェン博士による医療経済の
Health Economics
368頁 2003年11月 Wiley & Sons社 テキスト中,日本に関する部分を
を分
分担した
担)
分担
福祉・介護制度,保健医療福祉の
(167～
連携を分担
エキスパート管理栄養士シ
196頁 2004年10月 化学同人
リーズ「公衆衛生学」
を分
担)
「研究実施にあたっての倫理的配
分担
慮」を分担。看護研究者がヒトを
看護研究の進め方・まとめ
(92～
対象とする研究を実施するにあ
2005年1月 医歯薬出版
方
99頁を
たって,遵守すべき個人情報保護,
分担)
各種研究倫理指針がどのように適
用されるか図を用いて整理した
分担
第7章「レセプト情報を用いた医
(185～
療費分析の可能性と限界」を分担
医療保険・診療報酬制度
218頁 2005年2月 頸草書房
した。医療経済研究に利用可能な
を分
公的レセプト統計を網羅的に紹介
担)
し,た。
Creativity under
Growing Older in World Cities
Uniformity:
の東京の部分，334～346頁を分担
Vanderbilt
Implementation of Japan's
した。
分担 2005年10月 University
New Long-term Care
Press
Insurance in Central
Tokyo
分担
医学生向けの最も歴史ある公衆衛
(1～
生教科書中保健医療論を分担し
サブノート保健医療論・公
メディックメ
126頁 2007年11月
た。
衆衛生学第30版
ディア
を分
担)
共著
福田素生,岡本悦司。
(90～
OECD社会労働局のジョージ・シー
保健医療の財政と供給
120頁 1991年6月 社会保険研究所 バーによる加盟各国の保健医療の
（OECD諸国の比較分析）
を分
財政分析を翻訳した。
担)
分担(8
項目を 2003年10月 日本出版
分担)

(氏名:岡本悦司)

医療サービスを上手に使う

36 本
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共著
(全241
頁)

1993年4月 時事通信社

中川晶輝,井原辰雄,岡本悦司,高
山俊雄,池田進。
一般読者を対象とした本で、医療
保険各法、年金各法、生活保護
法、老人保健法、老人福祉法、身
体障害者福祉法、難病、精神保健
法、公害健康被害補償法、結核蘭
h法などのうち利用者として知っ
ておくべき事項、等をわかりやす
く解説した。

学会発表(最近5年間，2003～2007年)

1

Proportional Disease
Magnitude Method for
estimating diseasespecific cost
市町村医療費分析の方法と

2 分析例
3

Detection of drug adverse
events from a large
dataset of health
insurance claims

共著
(筆頭)

単著

単著

The 4th World
Congress of
International
2003年6月
Health
Economics
Association
日本計画行政学
2003年9月 会第26回全国大
会
International
Society of
2003年9月
Pharamacoecono
mics

公開個票データを用いたPDM

4 法による虫垂切除術の傷病

2003年10月

単著

第25回臨床研
2003年11月 究･生物統計研
究会

別医療費推計

コストデータの日米比較-臨

5 床研究への活用可能性の視
点から

6

Assessment of
Effectiveness of FLU
Vaccination for the
Elderly using Health
Insurance Claims

7

Cardiology practice from
the view point of health
care cost--comparison of
Japan DPC and the U.S.'

レセプトによる傷病別医療

8 費・日数の年間変動の分析

「薬剤疫学研究と倫理」タ

9 スクフォース活動報告

第62回日本公衆
衛生学会総会

単著

岡本悦司，関田康慶。
第4回国際医療経済学会において
PDMによるレセプト傷病分析の手
法を紹介した。
レセプト情報による市町村医療費
分析の計画行政への活用について
実例と共に示した。
アジアで初めて開催された国際薬
剤経済学会においてレセプトによ
る薬剤有害事象データマイニング
手法の開発状況を報告した。
米国の公開入院レセプトデータで
あるHCUPを用い,虫垂炎手術とい
うDRGごとの傷病別医療費,入院日
数割合を算出したことろ同一DRG
でも傷病別内訳に大きな差がある
ことを示した。
レセプトのようなコストデータ
で,たとえば手術後の死亡率を外
科医の経験症例数との相関分析に
忚用できることを米国の公開個票
データを用いて示し,わが国レセ
プトデータの有効活用を訴えた
第131回アメリカ公衆衛生学会に
おいて高齢者インフルエンザワク
チンの効果をレセプトで評価した
結果を報告した

The 131st
annual meeting
単著 2003年11月 of American
Public Health
Association
68th annual
日本循環器学会総会で,診療報酬
scientific
面からみた循環器診療の現状を分
meeting of
析報告した。
単著
2004年3月
Japanese
Cardiology
Association
岡本悦司，田原康玄。
名取市国保レセプトを2002年と
共著
第63回日本公衆
2004年10月
2003年で比較し,傷病別日数や医
(筆頭)
衛生学会総会
療費の年間変動をPDMにより客観
的に示した。
岡本悦司,久保田潔,大橋靖雄,津
谷喜一郎。疫学研究倫理指針が定
共著
第10回日本薬剤 められたことより,薬剤疫学でも
2004年10月
医薬品市販後調査等の倫理指針が
(筆頭)
疫学会総会
必要で,学会タスクフォースで検
討した結果を代表して報告した。

(氏名:岡本悦司)
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岡本悦司,木村真也。レセプトの
薬剤名と傷病名の組み合わせを
調剤レセプトを活用した医
共著
第10回日本薬剤 データベース化し,多剤投薬指数,
薬品使用実態データベース
2004年10月
(筆頭)
疫学会総会
重複投薬指数そして因果関係度と
化の試み
いったデータマイニング指標を開
発した。
Estimation of Disease岡本悦司,関田康慶。
The 5th World
specific Costs and
第5回国際医療経済学会において
Congress of
Inpatient days in a large
PDMをアメリカの大規模入院レセ
共著
International
dataset of hospital
2005年7月
プトデータに適用した結果を報告
(筆頭)
Health
discharges usging the
した
Economics
Proportional Distribution
Association
Method
学会奨励賞の対象となったレセプ
レセプト傷病分析の原理と
第64回日本公衆 ト傷病分析の原理であるPDM法の
単著
2005年9月
手法の開発に関する研究
衛生学会総会 開発の過程ならびにその効果につ
いて述べた。
岡本悦司,木村真也。フェニルプ
レセプト情報を活用した薬
ロパノラミン(PPA)は風邪薬とし
剤有害事象検出データマイ
て市販されているが,脳出血の副
共著
第11回日本薬剤
ニング手法とその忚用【第1
2005年10月
作用をFDAが報告してから市販中
(筆頭)
疫学会総会
報】-フェニルプロパノラミ
止となった。しかしレセプト情報
ン(PPA)と脳出血
に対するデータマイニングではそ
のような所見は見られなかった。
大阪大学国際公 保健医療職へのe-learning推進の
開講座「保健医 公開講座で国立保健医療科学院の
保健医療専門職へのe単著
2006年2月 療職のee-learningの内容と現状を報告し
learningによる現任教育の
learningの推進 た。
展開
に向けて」
新IT改革戦略で明示された2,010
日本におけるレセプト情報
日本医療情報 年度までのレセプト完全オンライ
活用の現状とオンライン化
単著
2006年4月 ネットワーク協 ン化とレセプトナショナルデータ
への期待
会セミナー
ベースによるデータ活用の可能性
について述べた。
保険者一本化とレセプトオンライ
韓流レセプト活用術－デー
ン化を基盤にした韓国の健康保険
第422回医療経
タマネジメントからディ
単著
2006年4月
審査評価院のレセプトデータウェ
済研究会
ジーズマネジメントへ
アハウスの概要とその成果を発表
した。
韓国審査評価院のデータウェアハ
第8回富士通病 ウスに匹敵するレセプトナショナ
レセプトナショナルデータ
単著
2006年4月 院経営戦略
ルデータベースが日本に誕生した
ベースへの期待と可能性
フォーラム
時の期待される効果について述べ
た。
居宅要介護者と施設入所者との公
The 134th
Coordination of pension
平を計るため，施設入所者からの
annual meeting
and nursing home
負担金を増加させることにより年
単著 2006年10月 of American
benefits: Japan's
金との給付調整を行った日本の介
Public Health
experience
護保険の制度改正について発表し
Association
た。
埼玉県の国保レセプトについて傷
病別に3要素(年齢補正)を算出し,
レセプト傷病医療費データ
第65回日本公衆
単著 2006年10月
バブルチャートをペラペラ漫画的
の動的グラフ化の試み
衛生学会総会
に動的マッピングしたものを実演
した。

(氏名:岡本悦司)
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レセプト情報を活用した薬
剤有害事象検出データマイ
共著
第12回日本薬剤
20 ニング手法とその忚用【第2 (筆頭) 2006年10月 疫学会総会
報】-抗うつ剤と消化管症状

21 DPCの逆転現象に関する考察

単著

Validation of
Proportional Distribution
Method (PDM) for
共著
22 estimating disease(筆頭)
specific costs from
health insurance claims:
an empirical approach
Pay less and stay
healthy--Japan's quest
23 for reduction of LTC
hospital beds

2006年12月

第5回日本医療
経営学会総会

The 6th World
Congress of
International
2007年7月
Health
Economics
Association

The 135th
annual meeting
共著
2007年10月 of American
(筆頭)
Public Health
Association

レセプト情報によるインフ
ルエンザ罹患直後の外傷発
24 生状況--タミフル安全性評
価の試み

共著
第13回日本薬剤
2007年10月
(筆頭)
疫学会総会

Vital statistics of east
25 Asian countries in the
pre-war period

The 39th
conference of
Asia-Pacific
2007年11月 Academic
Consortium for
Public Health
(APACPH)

単著

岡本悦司,木村真也。レセプト傷
病名と薬剤名の組み合わせ(デカ
ルト積)とその前後関係でデータ
マイニングを行う手法を開発し
た。抗うつ薬服用後に消化管症状
の傷病名が有意に増加することが
観察された。
日本のDPCは1438分類とアメリカ
のDRG(500分類)よりも厖大で,在
院日数によって医療費の傷病別医
療費の順位が入れ代わる,逆転現
象が頻繁にみられ,アップコー
ディング等の不正分類をまねきや
すいことを実例で示した。
岡本悦司,関田康慶。
レセプトが診療科ごとに作成され
る旧総合病院の外来レセプトを用
い，PDM(比例配分法)の妥当性を
経験的に評価した。
岡本悦司,橘とも子。
医療費適正化計画による療養病床
削減策と地域ケア整備構想につい
て発表した。
岡本悦司，瀬戸口聡子。タフミル
の異常行動の問題はそれに起因す
る負傷であることから,インフル
エンザ患者に対するタミフル服用
直後の外傷受診率の頻度で発生率
を評価した。
科学院図書館に保存されている戦
前(1926-30年)の日本とその旧植
民地の生命表を比較し，国内在住
と移民した日本人間の死亡率パ
ターンの変化を疑似疫学実験とし
て評価した。

その他(報告書，資料等）

1 減点査定と過払い問題

老人保健施設の現状と問題

2 点

訪問看護への開業看護婦の

3 導入

単著

単著

単著

医療機関が提供した治療に対する
診療報酬を請求しても、診療報酬
審査委員会より「医学的に不必
要」という理由で減額される例が
共済と保険31巻
1989年12月
増えている。多くの医療機委員会
12号48～53頁
は行政庁であり、査定は行政処分
であると誤解している。しかしな
がら、減点査定は行政法にいう
「公権力の行使」ではない
88年改正で制度化され、病院と在
宅の中間施設としてまた寝たきり
共済と保険32巻
1990年2月
老人のためのリハビリテーション
12号52～58頁
施設として、高齢化社会において
期待されるその役割を述べた。
訪問看護の普及をはかるため看護
婦にも「開業」権を認めよ、と提
言した。この提言は92年の訪問看
1990年10月
Phase3
護ステーションの制度化により実
現し、結果的に先駆的な意見と
なった。

(氏名:岡本悦司)
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診療報酬の請求・審査・支

4 払をめぐって（上・中・

単著

1990年11月

病院49巻11号
959～963頁

単著

1991年4月

病院54号344～
345頁

単著

1991年5月

病院55号432～
433頁

単著

日本医事新報
1991年6月 3501号99～101
頁

単著

1991年6月

病院56号528～
529頁

単著

1991年7月

病院57号604～
606頁

下）

税務統計からみた医療費負

5 担

税務統計からみた保険料負

6 担

DRGは医療を変えたか？

7 （上・下）

患者調査からみた疾患別在

8 院日数パターン

国保統計からみた再審査の

9 状況

減点査定にどう対処すべき

10 か－医療機関に必要な債権

単著

1991年7月

Phase3

管理

人事院統計からみた病院職

11 員給与

レセプト統計からみた入院

12 時医学管理料の状況

単著

1991年8月

病院58号700～
701頁

単著

1991年9月

病院59号790～
791頁

医療機関経営で最も重要な診療報
酬の審査、保険医療機関に対する
行政の指導どのような法規に基づ
きどのように行なわれるか詳説し
た。審査支払機関には全医療機関
の「審査録」と呼ばれるエンマ帳
が備えられ、請求に過誤があった
として当月の支払額から差し引く
「過誤調整」が行なわれる。
医療費の支出に忚じて税負担軽減
する医療費控除は第二の医療保障
ともいえる。88年税制改正で足切
り額が引き上げられ、その影響を
試算すると96億円の給付引き下げ
に相当する。
社会保険料は全額所得控除される
ことから税務統計によっても保険
料負担は推定できる。社会保険料
控除の適用率は生命保険料控除よ
りも理論的には高いはずなのに低
所得ではこれが逆転する等不可解
な現象がある。
83年のDRG導入により医療の質が
どう影響されたかRANDコーポレー
ションがカルテ分析で評価した。
クオリティの低下も患者死亡率の
上昇も見られなかった、と結論さ
れた。
患者調査の退院患者データより主
傷病別に在院日数の分布がどう異
なるかグラフと集中度で分析し
た。
レセプトの減点査定に対して保険
者、医療機関の双方は再審査を申
立てられるがその実態を公表てい
るのは国保のみである。再審査が
カラ振りに終わる原審率は医療機
関の申立が一定なのに保険者申立
は年々上昇。安易な申立の増加が
示唆された。
医療費審査により請求額が減額さ
れることがあるが,これは行政処
分には該当せず,民事上の対処が
可能である。健全な経営のために
も納得できない減額には適切な法
的対忚が必要とした。
人事院は公務員給与改定のため民
間企業の給与水準を職種別に調査
している。病院職員について、昇
給パターン、職階別給与を分析し
た。看護婦給与は職階が上がって
も給与があまり増えず、定着率の
悪さの原因となっている。
毎年実施されるレセプト調査、社
会医療調査より入院時医学管理料
をとりあげ、それを基に病床規模
別の在院日数ﾊﾟﾀｰﾝを分析した。

(氏名:岡本悦司)

司法統計からみた医療過誤

13 訴訟

薬剤師会調査からみた医薬

14 分業

老人保健施設調査からみた

15 老人保健施設の状況
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単著

1991年10月

病院510号898～
899頁

単著

1991年11月

病院511号986～
987頁

単著

1991年12月

病院512号1096
～1097頁

単著

1992年1月

社会保険旬報
1749号17～21頁

単著

1992年1月

新医療19巻1号
48～51頁

単著

長寿科学振興に
関する調査報告
1992年3月 書（長寿科学振
興財団）91～
109頁

単著

1992年4月

社会保障論の再構築－保

16 険・年金・税制による多変
量解析

17 医療－知識集約産業の未来

国際データベースにおける
18 日本の地位、日本の医学図
書館の現況

医療経済セミナー1－－長瀬

19 効果とは

けんぽ33巻4号
34～35頁

「医療過誤訴訟は増加している」
と一般に信じられているが、最高
裁の統計に療過誤訴訟の新受件数
は過去10年間横ばいである。しか
し裁判の迅速化が進む中誤裁判の
長期化しやすいため、現に訴訟が
継続している件数はウナギのぼり
とな。一方、結果は全体の3分の2
が患者敗訴であった。
薬剤師会が毎年実施する調査より
医薬分業の進展を検証した。地域
格差は大きく薬業で夢な富山が下
位に甘んじている点が興味深い。
制度発足後間もない老人保健施設
の現状を分析した。まだ施設数
163と尐ないこともあり抽出調査
ではなく全数調査である。患者調
査の老人病院と比較するとがんの
割合が低く循環器疾患の割合が高
く、慢性期調査という老人保健施
設の性質を示している。
社会保障は専ら医療や年金などの
保険ばかりに着目し、税制という
重要な所得再分配機能がとかく軽
視されてきた。また保険も税制
も、所得というフローばかり重視
するあまり資産というストックに
大きな不平等を来した。これらを
統合して社会保障を再構築した。
医療は知識集約産業であるととも
に、資格という人口人種からなる
多民族国家といえる。そこで起こ
りつつ有る民族自立運動（訪問看
護）、民族内対立（開業薬剤師と
勤務薬剤師）、外国人の流入（臨
床・衛生検査技師の免許付与、在
留資格）等の問題を論じた。
国立長寿科学センターのデータ
ベースの企画調査。日本の医学図
書館において収集雑誌数と雑誌当
たり購入金額は逆相関（r－
0.42）することや、インパクト
ファクター（引用調査）を述べ
た。
一部負担金割合(X)が減ずると医
療費(Y)が膨張する効果を長瀬効
2
果と呼びY=0.8X -1.6X+1という二
次方程式で浮ｳれる。この式と国
民健康保険の補助金算定省令とを
比較し、退職者医療への保険者拠
出金の算定方法の問題点を指摘し
た。

(氏名:岡本悦司)

20 診療報酬改訂を読む

医療経済セミナー2－－年齢
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単著

1992年4月

ばんぶう

単著

1992年5月

けんぽ33巻5号
34～35頁

単著

1992年6月

けんぽ33巻6号
34～35頁

単著

1992年7月

けんぽ33巻7号
34～35頁

24 プト情報の活用

単著

1992年8月

けんぽ33巻8号
34～35頁

医療経済セミナー6－－82
ショック:政管健保保険料82
25 ‰への引下げの健康保険組
合への波紋

単著

1992年9月

けんぽ33巻9号
34～35頁

26 基準と薬価差益

単著

1992年10月

けんぽ33巻10号
34～35頁

27 米国の診療報酬

単著

1992年10月

日本医事新報
3573号126～0頁

21 補正とは

医療経済セミナー3－－必要

22 病床は必要か

医療経済セミナー4－－特定

23 健康保険組合－－退職者医
療拠出金の算定方法の検討

医療経済セミナー5－－レセ

医療経済セミナー7－－薬価

技術料重視の今回改定が行なわれ
たのと同時にアメリカでは
Relative Value Scaleという新点
数浮ﾉよって手術料が大幅に引き
下げられ、手術料では日米逆転現
象さえみられた。また老人在宅総
合診療料の導入により家庭医制度
が前進しよう。
異なった集団間の指標を比較する
上で、性、年齢による標準化は公
衆衛生学の基本テクニックであ
り、直接法と間接法とがある。間
接法は小集団間の比較に適してい
るうえ簡便であるため高医療費市
町村の指定に利用されるている。
医療法により都道府県は医療圏ご
との必要病床数を算定して医療計
画を策定し、病床過剰地域での病
院新増設を抑制する。算定には患
者調査の受療率を在院日数で補正
した「入院率」が用いられるが医
療需要を反映しないので必要病床
と呼ぶのは不適当。
サラリーマンの定年退職者は市町
村国保に加入し、被用者保険は拠
出金を負担している。健保組合の
なかには退職後も継続加入できる
特定健康保険組合があり、その拠
出金の取り扱いを分析。
診療報酬請求書（通称レセプト）
には個々の患者の病名や診療内容
が詳細に記載されており、わが国
医療の最大かつ網羅的な患者デー
タベースである。しかしながらそ
の公衆衛生領域への活用は病名の
信頼性等により限られてきた。電
算化による有効利用が望まれる
大企業中心に告ｬされる健康保険
組合は政管健保に比べて加入者の
所得水準が高いとされてきたが、
年収千万円を越える超高所得者は
逆に政管の方が多い。政管の保険
料率が千分の82に下げられたの
も、その分高所得者の保険料が不
当に低く抑えられてきたため。
医薬品の仕入れ値と保険価格（薬
価）の差益は医療機関の重要な収
入源だが、薬価はこれまでバルク
ライン方式で算定されてきたた
め、一部の高値取引によって全体
が左右される弊害があった。その
ため加重平均方式に変更された。
92年1月よりスタートしたアメリ
カの新診療報酬点数普i価格普jの
概要を説明した。わが国との相違
点は1医師費用と病院費用とが区
別されている2医療ミスに対する
賠償金が点数に含まれている3地
域差が加味されている等で、政府
文書を引用しつつ図解した。

(氏名:岡本悦司)
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28 高額医療

単著

1992年10月

MEDICAL NEWS

巨大なレセプトデータベー
29 ス誕生－－－有効適正に活
用するシステムが不可欠

単著

1992年10月

Phase3

30 検診の経済学（1・2）

単著

1992年11月

けんぽ33巻11号
34～35頁

31 保険外負担と民間医療保険

単著

1993年1月

けんぽ34巻1号
34～35頁

32 支払基金の経営学

単著

1993年2月

けんぽ34巻2号
34～35頁

「代表無くして審査なし」

33 の原則再認識を

単著

1993年2月

Phase3

単著

1993年2月

医療'93

なぜ日本の医療は「貧困」

34 か？－－－低医療費政策の
背景

月450万円を越える医療費を要し
た場合はその請求書は特別審査の
対象となり、支払拒絶も巨額にな
ることから、制限を僅かにうわま
わるケースでは、医療機関は請求
額の一部を放棄して特別審査を回
避している実態を国民健康保険の
統計で明らかにした
わが国の医療保険の請求書は年間
10億枚にも達するが、紙と目と手
の処理に頼っている。そこで請求
書の電算化が計画されているがそ
れによってほとんど全国民の個人
医療情報を蓄積する巨大データ
ベースが誕生する。情報独占によ
る管理社会に警告を発した。
検診における「ふるいわけ（スク
リーニング）」の有効性の指標に
敏感度、特異度、的中率などがあ
り全ての公衆衛生教科書でも詳説
されているが、それを費用対効果
という経済的視点からわかりやす
く具体的に図解した。
違法な保険外「負担」の老人病院
による徴収が問題となっている
が、生命保険や損害保険などから
支払われる入院給付金などの保険
外「給付」も存在し、患者負担の
相当部分を肩代わりしている。保
険外負担の全てが必ずしも家計の
圧迫要因ではない、と分析した
社会保険診療報酬支払基金は、保
険者と医療機関を仲介する私法人
としての顔と、保険者から拠出金
を賦課・徴収する公法人としての
機能の二つの顔を持つユニークな
機関であり、その経営実態は「同
業他社」である日本信販にほぼ匹
敵する、と分析した。
診療報酬明細書（レセプト）は都
道府県単位に審査されるのが原則
だが、高額レセプトは東京での特
別審査に回付される。特別審査委
員会の人選は東京集中の傾向がみ
られるが、全国を公平に代表する
人選が望まれる。
わが国の医療費の対ＧＮＰ比は国
際的にも低く、まだまだ負担余力
がある。にもかかわらず診療報酬
が低く抑えられているのは負担迫
ﾍの低い市町村国保が律速段階と
して作用し、医師国保組合が医療
保険統合一本化の最大の障害に
なっているため、と分析した。

(氏名:岡本悦司)

35 老人加入率の上限・下限
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けんぽ34巻3号
34～35頁

単著

1993年3月

単著

長寿科学振興の
ための情報シス
テム構築に関す
1993年3月
る調査報告書
(長寿科学振興
財団)14～32頁

37 のシフト

単著

1993年4月

病院52巻4号318
～321頁

38 予約診療制

単著

1993年4月

新医療221号117
～118頁

39 医療「非営利」性の検証

単著

1993年5月

ばんぶう

単著

1993年6月

Phase3

ISI社のサイテーションイン
デックスとインパクトファ
36 クターの仕組、NIHグラント
審査

米国にみる入院から外来へ

医療保険の再構築は素朴な

40 疑問から

41 行方

単著

Medical Risk
1993年7月 Management54号
2～10頁

42 エイズと守秘義務

単著

1993年9月

自由開業医制と保険診療の

共済と保険35巻
10号12～15頁

国保と健保との老人加入率の格差
を調整するため、老人保健法は保
険者からの拠出金を老人加入率で
調整している。しかしながら老人
加入率には20％の上限と1％の下
限が設けられており、下限を下回
る健保組合の負担軽減額を試算・
分析した。
国立長寿科学センターの企画調査
の2年目として、具体的なインパ
クトファクターと引用調査データ
ベースの立案を行った。米国の
ISI社、NIH訪問によって得たグラ
ント審査のシステムも詳説した。
アーサーアンダーセン社による米
国の医療経営関係者に対するデル
ファイ調査の結果から、米国病院
の入院から外来へのシフトを詳述
した。人口当たり入院件数、人口
当たり総在院日数、病院収入にお
ける外来割合等の面で入院医療の
縮小傾向を示した。
92年4月の診療報酬改定で、承認
された病院の予約外来において正
規の診察料とは別に予約料を徴収
することが認められた。単に3時
間待ちを解消するだけでなく、診
察に費やす時間や医師の技量など
の経済評価によって医療の質向上
に繋がることが期待できる
いわゆる医療非営利原則でいう
「営利」とは一般国民が想像する
意味ではなく行政はそれを狭く解
釈して運用している。司法も行政
法領域では幅広い裁量を与えてお
り、よほど極端な例でなければ違
法とされない。厚生省通達を中心
に非営利原則を法的に検証した。
交通事故被害者のための保険は強
制保険と任意保険の二階立てなの
に自己のための医療保険は強制保
険オンリーという矛盾。眼鏡は保
険給付されないのに入れ歯は給付
対象となっている矛盾、等を指摘
しつつ素朴な疑問から医療保険審
議会の制度見直しに提言した
医療政策について「許認可の拡
大」「計画行政化の進展」「法人
化の拡大」「出来高払い制」「国
民皆保険制」「訪問看護」などか
ら多面的に検討し、医療分野が規
制緩和というグローバルトレンド
に逆行しつつ、より規制の強化さ
れた未来に向かいつつあると述べ
た。
患者のプライバシーを保護する守
秘義務が全く欠ける「法の作り忘
れ」さえある。その点エイズ予防
法の規定は普遍的かつ万全なもの
といえる。

(氏名:岡本悦司)
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43 公共性強い医療保険制度

単著

1993年9月

読売新聞「論
点」

44 医療保険行政の地方分権化

単著

1993年10月

Phase3

45 小児医療と米加の診療報酬

単著

1993年12月

日本医事新報
3633号0～130頁

46 医師過剰と医学部

単著

1993年12月

VALEO

47 パソコン通信へのいざない

単著

1993年12月

大阪公衆衛生

48 目的間接税

単著

1994年1月

新医療229号47
～50頁

医師にも欠かせない管理者

49 能力

単著

1994年3月

MMP

94年診療報酬改訂－－－
90・92年改訂との社会医療
50 診療行為別調査による比較
分析

単著

1994年3月

医財レフェラー
ト

公務の公正を確保するため刑法は
公務員が職務に関し金品を収受す
ることを処罰するほか、公共性の
強い法人にも「みなし公務員」規
定を適用している。しかしながら
最も公共性の要求されるはずの医
療保険でこうした規定が欠如して
いる点を指摘した。
社会保険関係職員は地方自治法に
より「地方事務官」という国家公
務員とされている。真の分権化の
ためには正式な地方公務員に移管
することが必要とした。
わが国の社会医療調査より5歳階
級別一日当診療点数をグラフ化す
ると35歳代および85歳代が最も低
く、0から9歳はその倍近くある。
小児は大人より手間がかかるた
め、わが国とカナダは小児加算を
設けているが、アメリカは純粋に
複雑さのみで決めている。
「95年までに医師の新規参入を最
小限10%削減」の達成は絶望的で
あり、医学部定員削減を求める声
が再燃してきた。とくに医療費の
支払者である保険サイドからのプ
レシャーが強く、遠くない将来に
大幅な定員削減を余儀なくされる
事態が予想される。
公衆衛生学教室は財団法人大阪公
衆衛生協会の後援を得て「ニフ
ティサーブ」というパソコン通信
ネットワークの中に、主に大阪や
関西の公衆衛生関係者を対象にし
た「大阪公衆衛生フォーラム」を
開設した。その活用法やアクセス
の仕方をわかりやすく紹介した。
高福祉高負担の北欧型福祉国家へ
の指向が強まっているが、税制の
不公平や政治不信が高負担に対す
る国民の納得を困難にしている。
間接税は負担面で逆進制となる
が、目的税化することで給付面の
累進制でそれを補うことができ、
望ましい福祉財源になりうる。
医療機関の経営が逼迫するなか事
務長のレベルアップを求める声が
強い。しかしながら医療機関の管
理者は医師でなければならないと
する現行法が変わらない限り、や
はり医師が管理者としての迫ﾍを
備えない限り自ずと限界がある。
社会医療診療行為別調査を用い94
年改定の影響を分析した。たとえ
ば尿酸血糖等の検査料の20円引き
下げは、500床以上の大病院では
入院レセプト一件当たり50円減収
となるのに対し有床診療所では14
円減にとどまるなど病床規模によ
り影響は異なる。

(氏名:岡本悦司)

診療報酬請求事務資格化を

51 めぐる法的問題

看護婦をとりまく世の中の

52 しくみ

レセプト外部委託で求めら

53 れる法的整備

レセプト作成業務における
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単著

1994年4月

日本医事新報
3650号95～96頁

単著

1994年5月

クリニカルスタ
ディ

単著

1994年6月

Ｐhase3

54 医療書士法への私案

単著

1994年7月

保険診療49巻6
号42～49頁

55 個人と法人の問題点

単著

1994年11月

病院53巻11号
996～999頁

56 化

単著

The Community
1994年12月 Care1巻12号42
～46頁

57 点数表の望ましい姿

単著

58 レセプトに記名押印を

単著

10月改訂がもたらす3つの変

1995年6月

1995年6月

保険診療56号14
～18頁

Ｐhase3

レセプトは医療費に関する権利義
務に関する文書であるが,社会保
険労務士や行政書士といった資格
法の範囲外とされ,患者の守秘義
務上も問題がある。国家資格化が
必要と主張した。
看護教育のテキストとして看護職
に関連する社会や法律のしくみを
イラスト等をまじえビジュアルに
解説した。章たては、医療施設の
種類、地域ケア高齢者ケア、保健
医療福祉職種、医療費のしくみ、
法律のできるまで、落Zの決まり
方、など。
レセプト作成のみならず診療報酬
請求に関して事務代理権も持つ
「医療書士」という資格の創設を
提言した。現行法では行政書士法
に抵触するレセプト外部委託を合
法化するという消極的な理由だけ
ではなく、保険医の権利を守ると
いう積極的な理由からでもある。
レセプト作成従事者の資格化の機
運が高まっていることから、単に
書類作成にとどまらず行政の指
導・監査に対する事務代理権も持
つ医療保険の「準弁護士」ともい
うべき資格の創設を、6章27条か
らなる「医療書士法」私案を提示
しつつ提唱した。
個人開業医の医療法人設立が加速
しているが、個人倦ﾔの相違と問
題点を、その中間の「組合契約」
と対比させつつ法的に分析した。
とりわけ焦眉の課題である社団医
療法人の出資持分についてその払
戻請求が医療法人の存立も脅かし
かねない点を指摘。
94年は二たび診療報酬の改定が行
なわれ、給食の自己負担化や許認
可の緩和など重要な変更が加えら
れた。それには自治体による給食
費助成などの地方分権の流れをも
たらした反面、保険財源からの施
設建設への補助金など新たな利権
につながる警戒すべき点もある
診療報酬点数表の本来は医療の原
価補填を目的とするものである
が、外来比率による医学管理料
や、紹介率による特定機能病院の
初診料の格差つけなど政策誘導策
としての色彩を強めつつあり、そ
うした部分に患者負担を求めるこ
との矛盾を指摘しつつ改善を提
言。
レセプト作成責任の所在を明確に
し保険医の人権を守るためにもレ
セプトへの記名押印を提案した。

(氏名:岡本悦司)

懸念される介護保険のモラ

59 ルリスク

医療保険審議会の中間まと
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単著

1995年6月

Ｐhase3

60 めを読んで

単著

1995年9月

公衆衛生情報25
巻9号26～27頁

61 診療報酬請求事務の今後

単著

1995年9月

保険診療59号14
～19頁

自家介護への現金給付は限

単著

1995年9月

朝日新聞「論
壇」

63 められる

単著

1995年10月

Ｐhase3

64 医療保険と薬価

単著

1996年1月

単著

戦後50年とこれ
からの日本（読
1996年1月 売論壇新人賞受
賞論文集)99～
138頁

62 定的に

勤務保険医の人権保護が求

65 保険料国家の政治経済学

新医療23巻1号
74～78頁

公的介護保険の機運が高まってい
る。一足最近にスタートさせたド
イツでは本年4月より家族が在宅
寝たきり老人を介護する場合の現
金給付が始まっているが、現金給
付は社会的非入院や障害度を偽る
といった不正受給の懸念があり、
保険技術上の対策が求められる
老人医療費の増加が市町村国保の
財政を圧迫しつつある中、医療保
険制度全般の改革を目指してス
タートした医療保険審議会の中間
報告について専ら市町村国保の見
地から論評を行い、報告が市町村
国保をとりまく国｢的問題にまで
踏み込んでいない点を批判した。
診療報酬請求事務者の認定制がス
タートしたが、今後レセプト電算
化が進むことから単なる書類作成
業にとどまっては将来性は暗い。
そこで、増大する届出業務など官
公署との交渉役や、再審査雛ｧや
個別指導における保険医の擁護の
ための代理業務への拡大を提言
障害老人を在宅介護する家族に対
し現金給付すべきか、が介護保険
の最大の論議になっているが、医
療保険においても自家診療は不正
受給への危惧から保険給付しない
という鉄則があることから、介護
保険でも同様にそのような現金給
付はすべきでないと論説した。
大学病院や研修病院など、とかく
保険診療のルールに疎い勤務保険
医に対する指導・監査が強化され
ようとしている。処分も医療機関
ではなく医師個人をターゲットに
行なわれるようになり「冤罪」を
防ぐためにも弁護人など人権保護
策の整備が求められる。
薬価は毎年実施される品目ごとの
納入価格調査に基づいて計算され
るが、その調査の内容は公表され
ておらず、また売れすぎた薬品は
ペナルティとして値下げされるな
ど不透明な点が残る。レセプト電
算化などをふまえ費用対効果に基
づく薬価算定法が望まれる。
第一回読売論壇新人賞佳作入選
作。わが国の社会保険料収入の規
模は国税収入に匹敵し、高齢化や
介護保険の創設によって全税収よ
りも保険料収入の方が大きくなる
「保険料国家」化が進んでいる。
負担の公平のためにも目的間接税
などの租税への回帰を提言した。

(氏名:岡本悦司)

一片の通達で処罰できる

66 「監査要綱」の矛盾

国民健康保険の医療費・疾

67 病に関する調査分析

予想される介護保険制度の

68 姿

薬剤5割負担化で再燃する

69 「減点査定」問題
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単著

1996年2月

Ｐhase3

単著

東大阪市「国民
健康保険の医療
1996年3月 費・疾病に関す
る調査分析報告
書」全128頁

単著

作業療法ジャー
1996年8月 ナル35号390～
391頁

単著

1996年10月

Ｐhase3

70 なおそう

単著

1997年2月

Ｐhase3

保険料国家の政治経済学－
71 －問われる社会保険料のあ
り方

単著

1997年4月

厚生福祉4543号
8～11頁

共著

1997年6月

日本医事新報
3815号73～76頁

単著

1997年7月

保険診療52巻6
号38～42頁

保険料率よりも算定法をみ

副作用モニター制度改革に

72 期待する

医療現場への営利法人の参

73 入

指導大綱・監査要綱が40年ぶりに
改定され、不正請求に対しては保
険医療機関全体ではなく診療科単
位で指定取消が可能になるなど、
とくに大学病院への指導監査の強
化が卵zされる。恣意的な行政処
分による勤務保険医の人権保護へ
の懸念を行政法的に検討した。
上記調査報告書のうち「国保レセ
プト照合による基本健康診査受診
者の受療状況」を分担。受診者
319人の判定結果を大阪府および
全国と比較した後、4回分237人中
市国保加入者140人につき受療状
況をレセプト照合で把握。適合は
うち100人であった。
介護保険論議をめぐって、国民年
金の基礎年金番号の保険料徴収へ
の活用、要介護認定をめぐる不服
申立制度のあり方、自家介護者へ
の現金給付、等主要な争点を検討
した。先にスタートしたドイツで
は申請の21％が却下され、2000件
の異議申立があったことも紹介
政管健保の財政悪化の対策として
薬剤費の患者負担の50％引き上げ
が医療保険改革として論議されて
いる。しかしながら薬剤費は減点
査定が大きいことから、もし現状
のまま導入されれば一部負担金の
「過払い」問題が再燃する、と警
告した。
財政難から政府管掌健保の保険料
率の引き上げが検討されている
が、現行では所得の相当部分を占
めるボーナスが保険料の対象に
なっていないことから、料率の引
き上げよりも、対象所得をボーナ
スも含めた総報酬制にした方が望
ましいと提言した。
96年、社会保険料収入は国税収入
の規模を初めて上回った。介護保
険の創設もあいまって社会保険料
の規模は今後も拡大するが、それ
にはマグナカルタ以来の納税者保
護の原則があてはまらない。「保
険料込み」で負担率を考えるなど
社会保険料の見直しを提言
久保田潔,岡本悦司。
薬剤有害事象を検出するためレセ
プト情報の活用を提言した。
医療法により営利法人の医療機関
開設は禁じられているが、規制緩
和すべきの声がおこっている。医
療法人も実態的には営利法人と異
なる点がなく、また85年に一人医
師法人が認められる前には医師会
も営利法人化を主張した事実よ
り、規制緩和を肯定的に分析した

(氏名:岡本悦司)

パイの奪い合いの場と化す
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74 ケアカンファレンス

単著

1997年7月

Ｐhase3

75 医療保険の一本化を

単著

1997年9月

読売新聞「論
点」

単著

1997年12月

国民健康保険48
巻12号2～6頁

単著

1997年12月

医療'97

単著

1998年1月

東京の国保39巻
1号20～25頁

単著

1998年2月

国民健康保険49
巻2号18～21頁

共著

ドイツ医療保険
制度調査報告書
1998年3月 (国民健康保険
中央会)0～247
頁

介護保険を突破口に医療保

76 険一本化を

私の書棚から「国保保険料

77 収納課長奮戦記」（小金丸
良著）

レセプト開示と診療報酬審

78 査の今後

ドイツ医療保険見聞録1－－

79 日独医療保険制度の相違

80 ドイツ医療保険制度

介護保険においては要介護認定に
より給付の総ワクを決め、異なっ
た職種によるケアカンファレンス
で提供するサービスのメニューを
決める。しかし中立的なケアマネ
ジャーが権限を持って決定しなけ
れば、職種間の醜いパイの奪いの
場と化すおそれがあると指摘
8月に厚生省が公表した「医療保
険抜本改革案」で、分立する医療
保険制度を地域保険に統合する案
が提示されたことから、これを強
く支持する論陣をはった。サラ
リーマンと自営業者の所得補足を
克服するため目的間接税と定額保
険料を独自に提言した
医療保険抜本改革で一本化案が提
示されたにもかかわらず各方面の
反対は根強い。しかし介護保険は
当初から市町村に一本化されたか
たちでスタートすることから、介
護保険創設を突破口にすれば一本
化は不可狽ﾅはない、と指摘し
た。
市町村国民健康保険の保険料収納
の現場に従事する実務者による啓
蒙の書に対する書評。全ての医療
従事者が必読と称賛した。
非開示とされてきたレセプトが97
年7月より原則開示へと方針転換
された。7月医療費の対前年同月
比は国保で2．4％、社保で3．8％
の減となり、開示の医療費抑制効
果が示唆された。この方針転換に
よりレセプト審査も申立による再
審査中心に移行すべきである
97年12月国民健康保険中央会のド
イツ医療保険訪問調査団として随
行した報告を連載した。第一回と
して日独間の相違を詳述した。皆
保険制ではない、自治体直営では
ない、国庫補助が無い、保険者を
選択できる、出来高払いではな
い、点がドイツの特徴である。
舩橋光俊，田中一哉，岡本悦司。
97年12月に2週間にわたって国民
健康保険中央会ドイツ医療保険制
度調査団に随行し、ドイツの医療
保険と介護保険について調査した
報告書。わが国の医療制度抜本改
革への貴重な示唆を与えるものと
して全国の国保部局に配付され
た。

(氏名:岡本悦司)

ドイツ医療保険見聞録2－－

81 保険料賦課と徴収

ドイツ医療保険見聞録3－－

82 リスク構造調整

国民健康保険法改正案をめ

83 ぐって

レセプト情報の活用を考え

84 る会－－活動報告

ドイツ医療保険見聞録4－－

85 保険者合併

ドイツ医療保険見聞録5－－

86 保険者選択
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国民健康保険49
巻3号20～23頁
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1998年4月

国民健康保険49
巻4号12～16頁

単著

1998年4月

埼玉の国保151
号2～5頁

単著

1998年5月

薬剤疫学3巻1号
79～82頁

単著

1998年5月

国民健康保険49
巻5号14～18頁

単著

1998年6月

国民健康保険49
巻6号32～36頁

単著

1998年7月

国民健康保険49
巻7号14～18頁

ドイツ医療保険見聞録6－－

87 保険者努力とマネジドケア
の試み

ドイツ疾病金庫が保険料をどのよ
うに賦課し徴収しているかを報
告。サラリーマンの保険料負担率
はわが国の倍であり、限度額はわ
が国より低く限りなく定額制に近
い。自営業者の所得補足対策とし
て一定の以下の所得申告は認めな
い、滞納者は「公式には」無い、
等
中心テーマでもあるリスク国｢調
整という保険者間の財政調整シス
テムを紹介。保険者間の所得や年
齢国｢を平等にそろえるシステム
の導入によって、国民が保険者を
自由に選択できる改革も初めて可
狽ﾉなった。健康状態も調整すべ
きかではなお議論は続いている。
国民健康保険法の改正点のうち老
人医療費拠出金について分析。眼
目は退職被保険者分の半分を市町
村から被用者保険に転嫁すること
と、老人加入率の上限引き上げで
あるが、いずれも糊塗策にすぎ
ず、医療保険の統合一本化こそ国
保・医師会共通の目標であると強
調
レセプトは疫学研究の貴重な情報
源であるが、制度的技術的な制約
のため有効に活用されていない。
そこで公衆衛生学会の自由集会と
してレセプト研究者の会を2度に
わたって主催した。その活動を薬
剤疫学関係者に紹介するととも
に、研究者の連携を主唱した。
93年の医療国｢改革法によりドイ
ツは保険者の大リストラを敢行。
保険者選択の自由の導入によって
規模拡大による競争力強化が不可
欠となったからだ。223もあった
地区疾病金庫は2年で12にリスト
ラされ、反対はビスマルク的強引
な手法によって押し切られた。
ドイツではブルーカラー労働者は
保険者選択の自由が制限されてお
り違憲判決がおりかねなかったこ
とから加入者が保険者を自由に選
択できる自由化を断行した。自由
化により地区疾病金庫からは加入
者の脱退が起こり、加入者をめぐ
る熾烈な争奪戦が始まった。
93年の医療国｢改革法によりドイ
ツは保険者の大リストラを敢行。
保険者選択の自由の導入によって
規模拡大による競争力強化が不可
欠となったからだ。223もった地
区疾病金庫は2年で12にリストラ
され、反対はビスマルク的強引な
手法によって押し切られた。

(氏名:岡本悦司)

ドイツ医療保険見聞録7－－

88 介護保険（上・下）

ドイツの彼方に医療保険改
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国民健康保険49
巻8号14～18頁

89 革がみえる

単著

1998年9月

大阪府病院協会
ニュース

90 医療界1998年の読み解き方

単著

1998年12月

保険診療53巻12
号9～13頁

単著

1999年1月

ＧＰnet

単著

1999年2月

ＧＰnet

単著

1999年3月

ＧＰnet

インターネット時代のケア

91 マネジメント

ケアマネジャーに求められ

92 る倫理規範

アセスメントツールウォー

93 ズ

医療保険制度の抜本改革－

94 －薬剤に関する論点

単著

1999年4月

埼玉の国保158
号2～5頁

わが国のお手本となったドイツ介
護保険について、わが国にあまり
知られていない制度の詳細、保険
加入期間要件、要介護認定、居宅
介護費用の計算、限度額管理、現
金給付について分析した。特に現
金給付は、わが国で想像されるよ
うな現金バラまきではないと結論
97年12月のドイツ医療保険調査で
得た医療保険改革の動向を述べ
た。保険者選択の自由、保険者の
統合など。
98年の医療政策上の重大な動きを
詳説した。ケアマネジャー養成の
開始、DRGの導入、規制緩和の流
れ、医療保険抜本改革と組合財産
の行方、カルテ・レセプト開示、
感染症蘭h法の施行、特定疾患治
療研究事業への患者一部負担金の
導入など。
地理的に散在する居宅要介護者
に、必要な日時に必要なサービス
を手配するにはインターネットと
結ばれた携帯型パソコンの活用が
有効が不可欠となる。ケアマネ
ジャーが有効にケアプランを作成
し手配してゆく将来の姿を、仮想
的に变述した。
ケアマネジャーは要介護者の代理
人として中立的な姿勢が求められ
る。アメリカケアマネジャー協会
は、独自に業務規範を定め、利害
関係の開示等を定めている。その
概要を紹介するとともに、日本の
介護保険の運営基準の他に独自の
業務規範の必要性を述べた。
ケアマネジャーはケアプランを作
成する上で、要介護者宅を訪問
し、課題分析（アセスメント）を
行なわなければならない。調査票
（ツール）はＭＤＳ他6種類もあ
り、実務講習ではその全ての説明
が行なわれ、各ツール間の優务を
めぐってさながら競争の観を呈し
た
薬剤定価・給付基準額制（日本版
参照価格制）とは、薬剤をブラン
ド名ごとに値付けするのではな
く、同一の薬効・薬理作用のグ
ループ内で加重平均値を給付上限
とし、超過分を患者負担にするも
の。しかし、高薬価品ほど好んで
処方されるというインセンティブ
に変化はない。

(氏名:岡本悦司)
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95 訪問調査実習

単著

96 医療保険一本化への戦略

単著

97 ケアカンファレンス

単著

1999年5月

ＧＰnet

98 指定事業者の運営基準

単著

1999年6月

ＧＰnet

単著

1999年6月

Voice

介護保険の導入を突破口に

99 医療保険の一本化を

国保特別審査委員会におけ

100 る高額医療費に関する実態

共著

調査

規制緩和が加速する保健医

101 療福祉複合体

単著

1999年4月

1999年5月

ＧＰnet

国民健康保険55
号2～7頁

国保特別審査委
員会における高
額医療費に関す
1999年7月
る調査報告書
(国民健康保険
中央会)

1999年7月

ＧＰnet

ケアマネジャー実務講習のクライ
マックスは、訪問調査実習であ
る。自身の実習体験から、実際の
要介護認定のための面接調査の上
で卵zされる困難や、かかりつけ
医との関係の難しさといった医師
ケアマネジャーならではの悩み等
について述べた。
医療保険抜本改革をめぐる論議
で、国保サイドが主張してきた一
本化案が審議会の意見書で無視さ
れたことから、一本化をめぐる各
団体の意見を整理し、なぜ医歯薬
3団体が反対に回り、看護協会の
みが賛成であるか分析した。医歯
薬三団体の反対は一般会員の心情
から乖離したもので
介護保険法で要求されているサー
ビス担当者会議の招集もケアマネ
ジャーの重要な業務であるが,利
害がからむと「パイの奪いのあい
の場」と化す危険があると指摘。
公浮ｳれた介護保険のサービス事
業者の運営基準は、医療保険には
見られない大胆な要求が盛り込ま
れている。説明と同意の強調の
他、事故発生時の迅速な損害賠
償、苦情処理などであり、同様の
規定は「準用」というかたちで医
療保険にも適用されるであろう。
介護保険は当初より市町村に一本
化されてスタートするが、医療保
険においても負担と給付の公平を
確保するため介護保険にならって
地域保険に一本化すべきである。
その条件として、保険者機能を強
化し各種保険組合は保健組合とし
てマネジドケアに進化すべきであ
る
船橋光俊,馬越正通,鎌形健三，岡
本悦司。
96年10月に45万点超により国保特
別審査の対象となった348 人につ
き前後６か月、計13か月のレセプ
トを収集し、高額になった原因、
転帰を調査した。生存率は半年後
42.2％、２年後32.2％と高い救命
率を示した。高額化の原因として
は主病以外の重篤な合併症発生が
最多だった。
居宅介護支援事業者の管理者は当
初は「ケアマネジャーに限る」と
されていたのが、審議会にも諮ら
ず規制緩和された。異なったサー
ビス事業者の一体的な運営を阻害
しないよう、と担当者は説明す
る。二木立は介護保険が保健医療
福祉複合体を加速させると予想す
るが、今回の規制緩和も合致する

(氏名:岡本悦司)
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保険者機能をどう強化する

102 か－－保険組合は保健組合

単著

に進化せよ

要介護認定への不服と審査

103 請求

単著

104 保険料ゲーム

単著

認定審査会のパワーポリ

105 ティクス

単著

106 介護保険の2000年問題

単著

107 介護保険の成功へ向けて

単著

108 イラストでみる介護保険

単著

医療保険改革と規制緩和論議の中
で、保険者機狽ｭ化し、医療機
関と直接契約したりレセプトを直
保険診療54巻8 接審査支払する、といった日本版
1999年8月
号57～61頁
マネジドケアの解禁を求める声が
強くなっている。しかし、政治的
な理由から、日本版マネジドケア
の全面解禁は当分期待できない。
要介護認定に対する不服は施設と
居宅とでは正反対になる。施設は
「認定が重すぎる」居宅では「軽
すぎる」の不服となる。その場
1999年8月
ＧＰnet
合、審査請求ができるが、審査請
求は準訴訟であってレセプト審査
の不服雛ｧとは全く違う。請求す
る主体はしくまで被保険者であっ
て事業者や施設ではない。
介護保険の保険料は、市町村ごと
の事業計画の一環として、サービ
スの需要を見積もり、それを所得
水準や人口で按分して計算され
1999年9月
ＧＰnet
る。厚生省は全国共通の保険料計
算ャtトを配付した。地元市の事
業計画策定委員として、保険料算
定に関与した感想を述べた。
要介護認定を行うため全国の市町
村に介護認定審査会が組織され
た。審査会は要介護認定だけでな
く、ケアプランの内容や要介護者
1999年10月
ＧＰnet
の状態を評価し、サービス提供に
対して意見を述べてゆく責任も
負っており、相当な知識と経験が
求められる。
ケアマネジャーの給付管理業務に
おける責任は重く、プログラム上
1999年11月
ＧＰnet
のバグとあいまってスタート時に
はコンピューター上のトラブルが
懸念される。
２年間で16万人のケアマネジャー
が養成された。これだけの巨大プ
ロフェッショナル集団がこれだけ
短期間に養成された例は過去にな
1999年12月
ＧＰnet
い。しかしケアマネジャーは多様
な資格やバックグラウンドを持つ
多国籍軍であり、組織としてのま
とまりは難しい。プロフェッショ
ナルとして確立すべき。
病棟勤務の看護婦を対象に介護保
険による制度の変化を解説した。
入退院が医師の指示ではなく、ケ
アマネジャーの調査に基づく要介
看護技術46巻1
2000年1月
護認定によって決まり、また報酬
号72～81頁
も入院期間に忚じた逓減制ではな
く要介護度に忚じた段階制である
点、そうしたシャープなコントラ
ストは医療保険とは異なる

(氏名:岡本悦司)

マネジドケアの政治経済学
－変わる医療・介護におけ
109 る保険者（金融機関から情
報産業へ）

コーホート研究における医
療費レセプトリンケージ－
110 －－法的、制度的、技術的
側面から

重複受診者等の背景要因分
111 析－－小松市と七尾市の訪
問事業を通して

保険者における医療機関の

112 評価方法に関する研究
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2000年2月

単著

厚生科学長寿科
学研究事業「高
齢期における活
動的生活維持の
ためのソーシャ
2000年3月
ルサポートに関
する研究(主任
研究者:岸玲
子)」報告93～
131頁

単著

重複受診者等の
背景要因分析報
2000年3月 告書(石川県国
民健康保険団体
連合会)3～31頁

単著

保険者における
医療機関の評価
方法に関する研
2000年3月
究(健康保険組
合連合会)0～
127頁

単著

2000年4月

国民健康保険51
巻4号6～11頁

単著

2000年4月

埼玉の国保165
号2～5頁

国民健康保険法からみた介

113 護保険法１-目的と理念、保
険者

国保レセプト情報システム

114 の可能性－－医療費情報か
ら医療情報へ

総合社会保障38
巻2号30～37頁

単著

支払基金によるレセプト一次審査
を緩和し、保険者と医療機関が直
接契約することによって診療報酬
の審査支払や医療機関評価を行う
という日本版マネジドケアを実現
する規制緩和を求める声が強まっ
ている。しかし厚生省の支払基金
との関係からして規制緩和が即実
現するとは考えにくい。
医療費データであるレセプトと、
健診カルテやアンケート調査票を
リンケージして分析を行ううえで
克服すべき法的、制度的かつ倫理
的な条件を、個人情報保護の見地
ならびに過去のリンケージ研究に
おける手続き上の経験から検討し
た。
老人医療対象者のうち、重複受
診、多受診、頻回受診傾向のある
患者をレセプトで抽出し、その背
景要因をさぐるため看護婦等が直
接訪問し面接調査を行った。別の
市の基本健康診査で把握された通
常の老人患者との比較により、漠
然とした愁訴を有する者が多いこ
と、また自己の健康への関心が高
い。
２健保組合の、東京、埼玉の医療
機関から提出された医科外来レセ
プトおよび調剤レセプトより、頻
度の高い５疾患について、複数傷
病を有するレセプトについてはそ
の診療内容を手作業で疾患ごとに
「切りわけ」て、同一疾患に対す
る診療内容を医療機関間で比較し
た。
介護保険法は、あらゆる面で国民
健康保険法をひな型に作られてお
り、将来の医療保険制度の市町村
への一本化の伏線が随所にちりば
められている。目的として、介護
保険法は介護のみならず慢性期医
療も対象としており、半医療保険
でもある。また当初より保険者は
市町村に一本化すべき。
99年より稼働しはじめた埼玉県国
民健康保険団体連合会の総合オン
ライン情報処理システムについ
て、その将来の発展の可柏ｫにつ
いて検討した。本システムは年２
回、月百万件近いレセプトを手作
業で傷病分類しているが、レセプ
ト電算化をみすえたＰＤＭ法のよ
うな自動分類システムの開発が望
まれる

(氏名:岡本悦司)

国民健康保険法からみた介

115 護保険法２被保険者

国民健康保険法からみた介

116 護保険法３保険財政

国民健康保険法からみた介

117 護保険法４保険給付

国民健康保険法からみた介

118 護保険法５事業者運営基準

加入資格管理と保険料賦課
119 システムの思想と現実-日独
比較の視点から
国民健康保険法からみた介

120 護保険法６事業者運営基準
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単著

2000年5月

国民健康保険51
巻5号14～21頁

単著

2000年6月

国民健康保険51
巻6号18～24頁

単著

2000年7月

国民健康保険51
巻7号30～37頁

単著

2000年8月

国民健康保険51
巻8号18～23頁

単著

単著

国民健康保険法からみた介

121 護保険法７レセプト審査支

単著

払と国保連の業務

122 新国保3％運動への提言

単著

医療保険は全年齢を対象とする
が、介護保険法は40歳以上のみを
対象とする。しかし分立する制度
によるタテ割の医療保険と異な
り、介護保険はヨコ割の統合をし
ている。また、保険給付の制限や
保険料滞納者に対する制裁といっ
た国民健康保険法の規定も強化さ
れた。
市町村は介護保険について特別会
計を設けなければならず、市町村
は国保、老人と合わせて３特別会
計を持つことになる。老人保健制
度では保健事業は一般会計である
が、介護保険では保健福祉事業は
特別会計に入れられ、予防活動の
効果が即保険料にはねかえるしく
みになっている。
医療保険と介護保険とで重複する
訪問看護、介護保険給付の要とな
る要介護認定の仕組みについて障
害認定と比較して説明した。また
要介護認定の手続き業務を社会保
険労務士法と対照し、また認定調
査に従事するケアマネジャーの守
秘義務が明確にされている。
膨大な介護保険事業者の運営基準
を一覧にまとめ、ハイパーテキス
トとしてインターネットにも掲示
（http://atoz.org/kaigo）した
他、医療保険の療養担当規則との
違いを居宅療養管理指導を例に比
較した。医療保険と異なる介護保
険の斬新さを明確にした。
皆保険制下の被保険者資格をめ
ぐって日独間の比較法的考察を
行った。

ドイツ医療保険
制度調査(第2
2000年9月 次)報告書(国民
健康保険中央
会)60～67頁
国民健康保険51 上の続き
2000年9月
巻9号18～24頁
介護保険によりそれまで医療界の
みの隠語だったレセプトが福祉分
野にも広がった。レセプト審査支
払は国保連は独占業務となり、苦
国民健康保険51
2000年10月
情処理やサービスの質向上に関す
巻132～37頁
る調査の業務も加わった。95年国
保法改正による調査研究事業の追
加とあわせ国保連の役割は拡大さ
れた。
保険料収納率、医療費適正化によ
る財政効果率、保険料に占める保
健事業費の割合をそれぞれ１％
アップしようという国保３％推進
滋賀の国保153 運動が10年目にして見直され新
2000年10月
３％運動となった。推進のための
号2～5頁
私案として、収納率は若年者ほど
低いことから完納者の安室奈美恵
コンサート招待等大胆な提言を
行った

(氏名:岡本悦司)
保健事業におけるレセプト
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単著

2000年10月

神奈川の国保
288号6～10頁

124 ト審査への提言

単著

2000年11月

総合社会保障38
巻11号13～20頁

国民健康保険法からみた介
125 護保険法８行政による監督
及び審査請求

単著

2000年11月

国民健康保険51
巻11号42～51頁

126 くむ介護報酬を

単著

2000年11月

介護保険情報

127 収納率向上対策について

単著

2001年1月

滋賀の国保154
号4～5頁

単著

患者アンケート
とレセプト分析
による医療機関
2001年3月
評価報告書(健
康保険組合連合
会)103～124頁

単著

2001年4月

国民健康保険52
巻4号24～29頁

単著

2001年4月

滋賀の国保155
号14～15頁

123 情報の活用

エビデンスに基づくレセプ

専業ケアマネジャーをはぐ

入院レセプトを用いた医療

128 機関評価

レセプト審査点検のための

129 EBM入門-1-新インフルエン
ザ薬をめぐって

保健事業の推進－健康診査

130 を効果的にするには

レセプトによるがん登録の補完、
市町村国保レセプトによる全住民
の傷病国｢の推計、電算化レセプ
トの傷病分類の自動化等について
具体的に検討した。
ＥＢＭ（証拠に基づく医療）は今
や医療界の流行になった観がある
が、ＥＢＭはレセプト審査にこそ
活用されるべきものである。レセ
プト審査が司法の場で争われるよ
うになれば証拠による挙証責任が
生じるからである。救命医療にお
けるアルブミンを具体例として検
討した。
最終回として事業者に対する行政
の監督および審査請求（不服申
立）を扱った。医療保険では医療
機関への調査権は知事の権限で
あったが、介護保険では市町村に
も直接調査権が付与され保険者機
能が強化された。最後にケアマネ
ジャーのプロフェッショナリズム
の確立を訴えた。
ケアマネジメントを制度化したこ
とはわが国介護保険が世界に誇り
うることであるが、ケアマネ
ジャーの中立性が未確立である点
が問題である。調剤薬局の報酬に
ならって、専業ケアマネジャーを
育成する介護報酬を提言。
保険料収納率を向上させるために
は、理屈ではなく人間心理への深
い洞察が必要となる。もらったら
使わないと損した気になる割引券
や、税制上のメリットを強調した
保険勧誘手法に学ぶべき。
ある病院の在院日数が長いか短い
かを判断するためには年齢補正よ
りも傷病補正が必要である。レセ
プトで傷病補正を行うにも傷病名
が多すぎて困難であったが,複数
傷病名の分析する目的で開発した
PDM法を適用しDRGの在院日数と比
較したところPDMでかなり有効な
評価でできると結論した。
99年1月のインフルエンザ大流行
では要介護老人に多数の死者が出
た。近年ニューラミニダーゼ阻害
剤が開発され、インフルエンザの
治療と予防に有効である。予防目
的では保険請求は認められない
が、ハイリスク老人には予防投与
が推奨される。
健康診査を効果的にするには、検
査データの判定にあたっては統計
的なエラーに留意しつつ、その日
固有の「正常値」を把握すること
が必要であることを自身の体験よ
り述べた。

(氏名:岡本悦司)
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レセプト審査点検のための
131 EBM入門-2-心臓を弱める薬
が心不全に効く!?

単著

2001年5月

国民健康保険52
巻5号36～41頁

レセプト審査点検のための
EBM入門-3-重症患者にアル
132 ブミンは百害あって一利な
し!?

単著

2001年6月

国民健康保険52
巻6号24～29頁

単著

2001年7月

国民健康保険52
巻7号42～47頁

レセプト審査点検のための

133 EBM入門4-疑い病名と的中率

医療経営へのレセプト情報

134 の活用1-MEDIASの活用

単著

2001年7月

レセプト審査点検のための

135 EBM入門5-ヘリコな検査、数

単著

2001年8月

撃ちゃ当たる

Medical Now

国民健康保険52
巻8号39～43頁

医療経営へのレセプト情報

136 の活用2-社会医療調査の活

単著

2001年8月

Medical Now

単著

2001年9月

Medical Now

138 インターネット教育の試み

共著

2001年9月 週刊医学界新聞

レセプト審査点検のための
139 EBM入門7Ｃ型肝炎とリスク
調整

単著

2001年10月

用
医療経営へのレセプト情報

137 の活用3-レセプト審査情報
の活用

国民健康保険52
巻136～41頁

βブロッカーは心不全には禁忌と
されてきたが、メタ分析ではβブ
ロッカーは心不全に有効という結
果が得られた。しかし適忚症が変
更されない限り、禁忌病名ではレ
セプト審査で減点されるという問
題がある。
わが国では血液製剤が多用される
傾向があり、原料を輸入に頼った
ことが薬害エイズの原因ともなっ
た。アルブミンはしばしば高額減
点となるが、重症患者へのアルブ
ミン投与は逆に死亡率をあげると
いうメタ分析結果がだされたこと
は審査を通じても周知されるべ
き。
レセプトに頻繁に用いられる「疑
い病名」の妥当性を,臨床検査の2
つのギ陽性すなわち疑い陽性とニ
セ陽性を例に的中率と空振率の関
係を説明した
各種厚生統計がインターネット上
で提供されるようになってきたこ
とから医療経営へのデータ活用の
方法について述べた。MEDIASは全
国レセプトデータの月報であり,
医療費の月間変動がわかる。
胃がんや慢性胃炎の原因としてヘ
リコバクターピロリ菌が特定さ
れ,その除菌療法が保険適用され
た。もし治療成績の通りに胃がん
や慢性胃炎が減尐すればどの程度
の医療費減尐効果があるか試算し
た。
同上。社会医療診療行為別調査は
単月であるが,世界で最も詳細な
医療費統計であり,診療行為別状
況がわかる。
レセプト審査における減点査定
データはながらく非公開であった
が,支払基金は近年査定状況をイ
ンターネットでも公表するように
なった。
近畿大学医学部での医療保障学教
育へのインターネット活用の体験
をふまえ,同様のインターネット
教育を行っている大学教官をまじ
えた座談会
C型肝炎の有病率には地域差が大
きく,高蔓延地帯では医療費の負
担も大きくなる。市町村国保の医
療費の財政調整においては年齢補
正が行なわれているが,傷病補正
による補助金配分の可能性を示唆
した。

(氏名:岡本悦司)
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レセプト審査点検のための

140 EBM入門8有効性安全性そし

単著

2001年11月

国民健康保険52
巻11号18～21頁

単著

2001年12月

国民健康保険52
巻12号36～41頁

単著

2002年1月

国民健康保険53
巻1号38～42頁

単著

2002年2月

国民健康保険53
巻2号39～45頁

単著

2002年3月

公衆衛生情報32
巻3号24～26頁

単著

2002年3月

国民健康保険53
巻3号40～45頁

単著

平成13年度厚生
科学研究｢レセ
2002年3月
プト情報の利・
47～58頁

単著

2002年4月

国民健康保険53
巻4号37～41頁

単著

2002年5月

国民健康保険53
巻5号44～49頁

て経済性

レセプト審査点検のための

141 EBM入門9-骨太ガイドライン
の作り方

レセプト審査点検のための
EBM入門10-板前と外科医は
142 はやればはやるほど美味上
手い

レセプト審査点検のための

143 EBM入門11-統計でウソをつ
く法

144 国保レセプトの活用法

レセプト審査点検のための

145 EBM入門12-205円ﾙｰﾙと薬剤
一部負担

個人情報保護法下のレセプ
146 ト情報利活用のあり方

レセプト審査点検のための

147 EBM入門13疑わしきは腫瘍
マーカーに

レセプト審査点検のための

148 EBM入門14眠れぬ夜のハルシ
オン

医薬品の臨床試験で評価される有
効性,安全性について解説し,今後
は有効かつ安全であるのみならず
既存薬に比べてどの程度費用対効
果が高いか,という経済性が重視
されつつあると指摘した。
骨粗鬆症の発見のため骨量測定が
保険適用され,盛んに実施されて
いるが,カナダは簡便なスクリー
ニング法を導入することで見逃し
を増やすことなく検査費用を激減
させた。医療費の有効消費のため
には「骨太」ガイドラインが必要
だ。
心臓手術のような熟練と手技を必
要とする治療では,特定の医療機
関に患者を集中させ,執刀医の経
験を積ませる方が費用のみならず
治療成績の面からも有効である。
その点外科医も板前とおなじくは
やっているところほどウマい。
出来高払いに代わって疾病別の定
額制,すなわちDRGが導入されよう
としており,これは傷病ごとの
「平均」的な額を支払う,という
もの。しかし算術平均は幾何平均
と異なり尐数の外れ値によって左
右されるので地位が必要。
国保レセプトより小規模市町村間
の比較するための統計手法として
ベイズ推計法について概説した。
これまでレセプトには1日薬価が
205円以下は記載を省略できるい
わゆる205円ルールがあり投薬の
半分は不明だった。2002年改定で
このルールが廃止され,レセプト
の薬剤疫学研究忚用の可能性が
グッと高まる。
平成13年度厚生労働科学政策科学
研究報告書｢レセプト情報の利活
用と個人情報保護のあり方に関す
る研究(主任研究者小林廉毅)｣の
分担としてレセプト情報を経済や
疫学研究に使用する上での法的制
約と解決策を提言した。
腫瘍マーカーは高額であるため,
ガンと診断された患者の経過観察
には個別に請求できず,月単位の
マルメ定額制となる。それゆえ腫
瘍マーカーはがん疑いという疑い
病名でのみにしか請求できない特
殊性がある。
わが国はとくに高齢者への向精神
薬とくに睡眠薬処方が多いことで
知られるが,睡眠薬の服用は転倒
のリスクを高める,という外国の
報告がある。レセプト情報を活用
し高齢者の睡眠薬の適正使用に役
立てるべきと指摘。

(氏名:岡本悦司)

レセプト審査点検のための
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149 EBM入門15ご利用は計画的に

単著

2002年6月

国民健康保険53
巻6号42～47頁

レセプト審査点検のための
150 EBM入門16一文惜しみの百銭
失い

単著

2002年7月

国民健康保険53
巻7号44～49頁

単著

2002年8月

国民健康保険53
巻8号48～53頁

単著

2002年9月

国民健康保険53
巻9号49～53頁

単著

2002年10月

国民健康保険53
巻138～43頁

単著

2002年11月

国民健康保険53
巻11号38～43頁

単著

2002年12月

公衆衛生66巻12
号886～887頁

単著

2002年12月

国民健康保険53
巻12号37～41頁

レセプト審査点検のための

151 EBM入門17ドクロマークの
Q&A

レセプト審査点検のための

152 EBM入門18保険診療のタテマ
エとホンネ

レセプト審査点検のための

153 EBM入門19ヘルスアップ事業
の経済評価

レセプト審査点検のための

154 EBM入門20血圧管理のプロ
ジェクトＸ

保健医療技術評価へのレセ

155 プト情報の活用

レセプト審査点検のための

156 EBM入門21キルべきかキラぬ
べきか

医療費を考える上で不可欠

157 なレセプトの知識

単著

患者のための医
2003年1月 療1巻4号749～
755頁

漫然と長期入院させるのではなく
入院初期より退院計画を立てさせ
ることにより在院日数が減尐し
た,というエビデンスを紹介し
た。そしていたずらに統計的有意
性にこだわるいわゆるシグニフィ
カントーシスに警鐘をならした。
わが国は人口当たり透析患者数が
世界一多いが,その多数を占める
糖尿病性腎症は微量アルブミン測
定による早期発見で防止できる。
外国ではアルブミン測定を推奨し
ているがわが国保険診療では逆に
制限しており一文惜しみの百銭失
いになりかねない。
心筋梗塞の診断は通常,心電図上
の異常Q波で行なわれるが,中には
異常Q波を示さないタイプがあ
る。わが国ではPTCAのような侵襲
的な治療が盛んだが,こうしたタ
イプはむしろ薬のみで治療した方
が有効というエビデンスが近年示
された。
保険診療のルール(療養担当規則)
では不必要に入院させてはいけな
い,とされているがホンネでは長
期入院が多数ある。これらに対し
て患者負担を求める特定療養費制
が導入されることになった。
国保ヘルスアップ事業が開始さ
れ,保健事業の経済評価が行なわ
れるようになった。費用対効果,
費用対効用分析といった代表的な
経済分析手法とQOL測定法を解説
した。
血圧の管理はわが国脳卒中死亡率
の激減をもたらしたが,重要なの
は脈圧すなわち血圧の上と下の間
隔であることがわかってきた。脈
圧が小さいほど血管の弾性が高
く,動脈硬化は軽度といえる。
2002年末に公表された保健医療福
祉情報化グランドデザインで2005
年までにレセプト電子化50%とい
う目標が掲げられ,レセプト情報
を医療技術評価に活用する可能性
が高まったと期待。
初期乳癌では乳房温存療法が主流
となってきたが,無作為割付比較
試験万能手技のため世界各地で
RCTが実施され2000人以上の女性
が乳房を失った。プロペンシティ
スコア法といった既存データを活
用することをもっと考えるべき。
患者の権利保証の観点からレセプ
トについて患者が知るべき事項を
概説した

(氏名:岡本悦司)
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ドイツ医療保険 3次にわたる国民健康保険中央会
制度調査(第3 ドイツ医療保険制度調査の総まと
診療報酬の審査支払
単著
2003年1月
次）報告書(国 め的な報告書
158
民健康保険中央
会)25～70頁
わが国は60年代に学童へのインフ
ルエンザ予防接種を進め多数の老
人救ったが反面,尐数の児童が犠
レセプト審査点検のための
国民健康保険54
牲になった。小学校の親友を薬害
単著
2003年1月
159 EBM入門22リスクと便益
巻1号40～45頁
で失った自分として,誰がリスク
を誰が便益を受けるかを強調し
た。
ホルモン補充療法で発癌リスクが
増す,という報告があったが,女性
レセプト審査点検のための
国民健康保険54
2003年2月
の更年期障害への有効性は疑いな
160 EBM入門23ホルモン補充療法 単著
巻2号38～43頁
い。ホルモン補充療法は真の男・
をめぐる論争
女平等社会につながるか？
厚生労働科学医 レセプトに含まれる医療材料の品
療技術評価総合 目コードよりPTCAで使われる医療
事業報告書｢電 材料の状況を分析した。
子レセプトから
レセプトからみたPTCA治療
単著
2003年3月 アウトカム指標
161 材料の検討
を抽出するモデ
ル研究(主任研
究者:茅野真
男)」20～30頁
厚生労働科学特 厚生労働科学研究データベースに
別研究報告書｢ 「茶筅」というフリーウェアで提
研究評価への経済分析手法
保健医療分野の 供されているテキストマイニング
の忚用－厚生労働科学研究
単著
2003年3月 研究評価に関す ソフトを適用し，形態素分析とい
162 のテキストマイニング並び
る研究(主任研 う手法で単語を集計し，厚生労働
に政策面からの評価
究者:林謙治)」 科学研究の動向を客観的に評価し
381～389頁
た。
研究倫理指針も個人情報保護も個
人を匿名化して分析せよと求め
レセプト審査点検のための
国民健康保険54 る。これはある意味でスターリン
2003年3月
163 EBM入門24レセプト情報活用 単著
巻3号37～41頁 的な非人間化の手段ともいえる。
と個人情報保護
逆に匿名情報の危険性もわすれて
はならない。
平成14年度厚生 厚生労働科学政策科学研究｢レセ
労働科学｢レセ プト情報の利活用と個人情報保護
プト情報の利活 のあり方に関する研究｣の分担分
用と個人情報保 で,考案したPDM法の重み推計法の
レセプト傷病分類の原理と
単著
2003年3月 護のあり方に関 原理を検証した。
164 手法--PDM法について
する研究(主任
研究者:小林廉
毅」報告書23～
77頁
岡本悦司，土井徹。国立保健医療
国立保健医療科学院の遠隔
共著
公衆衛生情報33
2003年11月
科学院の遠隔教育の概要を図もま
165 教育
(筆頭)
巻11号26～28頁
じえながら解説した。
厚生労働科学政 厚生労働科学政策科学研究｢レセ
策科学研究報告 プト情報の利活用と個人情報保護
書｢レセプト情 のあり方に関する研究｣の分担分
レセプト傷病分析の原理手
報の利活用と個 であり,自ら開発したPDM法の原理
単著
2004年3月 人情報保護のあ の集大成といえる内容
166 法ならびに個人情報保護の
技術に関する研究
り方に関する研
究(主任研究者:
小林廉毅)」58
～76頁

(氏名:岡本悦司)
医療マーケットのトレンド
167 をつかむ
医療制度改革の流れ－病院
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単著

168 機能分化への努力

単著

169 診療所の薬剤使用状況

単著

医療連携は今－2005年の医

170 療マーケット

単著

プライバシーを保護しつつ

171 レセプト情報を活用する暗

単著

号手法
社会医療診療行為別調査で

172 読む診療報酬

単著

レセプトによる経口感染症

173 サーベイランスと医療費推

単著

計

不妊治療需要推計のモデル

174 化と効果的な公費助成に関

単著

する研究

個人情報保護法と医療保険

175 制度

単著

レセプト電子化と情報活用

176 ――医療保険改革の最優先

単著

課題
レセプトデータより薬剤有
害事象を検出するデータマ
177 イニング手法開発に関する
研究

単著

代表的な医療統計である患者調査
医療経営情報21 と社会医療診療行為別調査を用い
2004年5月
巻3号55～76頁 て95年以降の医療動向をグラフを
駆使して解説した。
医療法や老人保健法の一連の改正
作業療法ジャー
を通じて急性期と慢性期の病床分
2004年6月 ナル38巻6号455
化がどう進展してきたか法的に検
～461頁
討した
社会医療診療行為別調査より205
医療経営情報21
2004年8月
円ルール廃止や診療科別投薬状況
巻5号20～23頁
を分析した(2号連載)
初診料紹介患者加算,初診患者に
占める紹介患者の割合,医療連携
医療経営情報21
2004年11月
の実態,開放型病院,高額医療機器
巻7号69～75頁
の共同利用の時期等をレビューし
た
保健事業の指針によりレセプト情
報の保健事業への活用が推進さ
埼玉の国保197 れ,一方個人情報保護法によりプ
2004年12月
号2～5頁
ライバシー保護の要請もあること
から,簡便な連結可能匿名化(暗
号)手法を紹介した
DPC導入の影響や入院の医療連携
医療経営情報22
の状況を社会医療診療行為別調査
2005年1月
巻1号15～19頁
のデータより分析した
厚生労働科学新 レセプト情報を感染症の被害推計
興・再興感染症 に活用するため診療開始日と医療
研究報告書「わ 機関所在地によるマッピングと
が国における飲 PDMによる医療費推計を行った。
食に起因する経
2005年3月
口感染症の被害
推計精密化に関
する研究(主任
研究者:谷原真
一)」14～33頁
厚生労働科学政 不妊治療の需要推計と,不妊治療
策科学推進研究 が最大限の効果を上げた時の出生
報告書「尐子化 増加を推計した。現在100億円の
社会における妊 事業費を246億円に増額すれば3万
2005年3月 娠・出産に係る 2000人の出生増が期待でき,一人
政策提言に関す 増のための経費は77万円ときわめ
る研究(主任研 て有効と示唆された。
究者:福島富士
子」57～69頁
フル施行された個人情報保護下で
東京の国保46巻
2005年6月
の保険者の義務とレセプトの守秘
6号8～12頁
義務等について論じた
医療制度改革と効果的な医療費適
正化のためには早急なレセプトオ
社会保険旬報
2005年11月
ンライン化とその情報活用体制の
2260号10～15頁
構築が必要であることをエビデン
スをあげて解説した。
科学研究費補助 2002～2005年の4年間にわたる
金基盤研究
「レセプトデータより薬剤有害事
2006年3月 (C)(2)報告書 象を検出するデータマイニング手
(主任研究者:岡 法」開発の総括研究報告書。
本悦司)

(氏名:岡本悦司)
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研修医に対する保険診療講

178 習を支援する遠隔教育教材

単著

の開発

医療分野における情報化促
進のための国内外の実態調
179 査－－レセプトオンライン
化に関する韓国実態調査

共

指標としての医療費分析の
効用と留意点－レセプト傷
180 病分析ソフトPDMを用いた医
療費分析の実践例

単著

日韓点数表の対忚表作成と

181 医療の質指標算出の試み

米国高齢者睡眠薬等の服用

182 実態

医療制度改革とレセプト活

183 用

国保ヘルスアップ事業とレ

184 セプト情報2

海外のレセプト情報活用の

185 例－－韓国

共

単著

厚生労働科学医
療技術評価総合
研究事業「医療
関係職種の資質
向上(特に医師
2006年3月 の卒後臨床研修
及び国家試験の
質向上)に関す
る研究(主任研
究者:林謙治)」
報告書
総務省委託研究
2006年3月 報告書(主任研
究者岡本悦司)

保健師ジャーナ
ル62巻8号624～
2006年8月 639頁
ファイザーヘル
スリサーチ振興
財団助成「国際
比較可能な医療
2006年12月 の質指標開発に
関する日韓共同
研究(主任研究
者岡本悦司)」
報告書
文部科学研究費
補助金「眠剤に
関する大規模薬
2007年3月
剤疫学研究(主
任研究者土井由
利子)」報告書

単著

2007年6月

公衆衛生71巻6
号510～516頁

単著

2007年9月

公衆衛生71巻9
号778～782頁

単著

2007年12月

公衆衛生71巻12
号1015～1020頁

わが国医療は大半が保険診療であ
り，保険ルールに拘束されるが研
修医は無知によりルール違反を起
こしやすい。そこで多忙な研修医
が効率的に保険診療ルールを学習
できる遠隔教育教材をビデオ画像
とパワーポイントをプロデュー
サーというソフトで作成した。

岡本悦司，西山孝之，李中淳，穴
水弘光，山肩大祐。総務省の委託
により韓国のレセプトオンライン
化とデータ活用調査チームのチー
フとして全体をまとめた。全内容
は総務省サイトにも掲載されてい
る。
保健事業の評価と立案のためにレ
セプト情報を活用する意義と，客
観的な傷病分析としてPDM法プロ
グラムの使用の仕方を開設した。
岡本悦司，南商堯，西山孝之。医
療の質の国際比較のためには，共
通の定義による診療内容のデータ
が必要であり，類似した診療報酬
点数表を採用する日韓両国間での
比較可能性を探るため，手術と検
査について同一定義の診療行為の
対忚表を作成した。
米国CDCが個票を提供している
NAMCS(全米外来診療調査)ならび
にNAHMCS(全米病院外来調査)2003
及び2004年2年間分のデータ(約11
万5,000件)より米国高齢者の睡眠
薬の服用実態を分析した。
2,008年医療制度改革と特定健康
診査・保健指導においてレセプト
情報がどう活用されるか解説し
た。
山梨県甲州市のヘルスアップ事業
の経済評価をレセプトを用いて
行っている実例を紹介した。
レセプトをデータウェアハウス化
し，疫学研究や医療の質評価に活
用している韓国審査評価院のシス
テムを紹介した。

主要論文の要約
【1】電算化レセプトのための傷病マグニチュード按分(PDM)法
厚生の指標 43 巻 6 号(1996 年 6 月)
PDM(当時は Proportional Disease Magnitude, 現在ではより普遍的な Proportional Distribution Method, 比
例配分法と呼称している)法の原理を提示した最初の論文。市町村や保険組合といった被保険者集団の医療費分析
では，集団の医療費の総額は明らかであるが，そのうち何%がたとえば高血圧に費やされたか，という傷病別医
療費を推計することは一見容易にみえるが，客観的かつ定量的な推計は非常に困難である。その理由は，とくに
慢性疾患を抱える高齢者では複数傷病を有する者が多く，かかった医療費の総額は明白であっても，そのうちい
くらがたとえば糖尿病に，いくらが高血圧に，という「切りわけ」を厖大なレセプトで行うことは困難だからで
ある。
それゆえレセプトの傷病分析において，
複数傷病がある場合は任意に一つの傷病名を主傷病として選択し，
そのレセプトの全医療費がその傷病の治療に費やされたものとみなして分類してきた。しかしそれでは，たとえ
ば高血圧と上気道炎のレセプトがもし上気道炎に分類されると降圧剤も上気道炎に治療に分類される，という矛
盾が生じる。レセプト一枚一枚の内容を精査して区分してゆくことは不可能ではないものの，厖大な手間と時間
がかかる上，客観性，再現性に乏しいという問題がある。電子化により年間 16 億件ものレセプトを傷病分析す
るためには，コンピューター処理可能な統計手法が求められるが，たとえば重回帰分析のような既存の分析手法
では医療費と傷病数の関係の特殊性から重回帰件数に負値が必出し使えないことは明らかであった。そこで，説
明変数である傷病名ごとに統計的「重み」を仮定し，レセプトごとの医療費や日数をその重みに比例配分(按分)
してゆく手法 PDM を考案してその原理を公表したものである(学会発表は前年)。本手法は単純な原理ながら先
行研究の無い全く新しい手法であることが数年後に判明した。PDM においては妥当性のある「重み」推計法が
必要となるがこの論文の段階では妥当性を十分検証できる重み推計法を開発できず，患者調査から得られた主傷
病確立を「重み」にせざるを得なかった。しかし PDM の基本原理は現在まで一貫して変わっておらず，本論文
で示された原理は，レセプト傷病分析のみならず保健事業の経済評価，栄養調査，医師の行政処分の量刑等，様々
な分野に応用されるルーツとなった価値あるものである。
【2】レセプト傷病分析の原理とシミュレーションによる妥当性の検証
日本公衆衛生雑誌 50 巻 12 号(2003 年)
PDM 法は 1996 年にその原理が発表されてからも，妥当性の証明された点数の重み推計法(日数については現
在もなお妥当性は検証されておらず将来の課題として残されている)をだすことに時間がかかったが，ようやく平
均値補正法という重み推計法と，乱数発生とモンテカルロ法を組み合わせたシミュレーションという手法により
検証できることを発見し，発表した論文。1996 年の厚生の指標誌の論文と本論文を併せて PDM 法は傷病別医療
費推計の手法としてほぼ確立した。本論文で提示された平均値補正法とは，ある傷病の記載された全てのレセプ
トについてその一日当点数の平均値を算出し，それを補正することで「真の」その傷病の一日当点数を推計する
もの。ここでどのような補正を行うかが問題となるが，1138 頁左(1)に示された岡本・畑の補正式を考案した。
この補正式は何回か乗じて(N 次)補正をくり返すことが可能であるが，何次の補正が必要かは各傷病の記載され
たレセプトの平均記載傷病数によって左右される。
1000 件の本物の外来レセプトそっくりに作成した架空のレセ
プトデータの場合，平均傷病数は 3.87 であり 2 次補正で概ね妥当な推計値が得られることが証明された。本論文
の原理をベースにインターネット上でフリーウェアとして公表提供された PDM プログラムが Ver2 である。こ
の Ver では，補正次数の選択は Ver3 のように自動化されておらず，たとえば平均傷病数 3.87 なら 2 次補正，と
いうふうに大雑把に手動で設定するものであったが，フリーウェアとして一般公開に堪えられるレベルに到達し
たものとして意義が大きい(ちなみに Ver1 は平均値のみで補正がなく，その推計結果は妥当性に乏しく一般公開
しなかった)。
【3】Estimation of disease-specific costs in health insurance claims: a comparison of three methods
[レセプトにおける傷病別医療費の推計:3 手法の比較検討]
Japanese J of Public Health 2004;51(11):926-937
2003 年の公衆衛生誌論文では，何次の補正を行うか，たとえば平均傷病数が 3.87 なら 2 次というふうにおおま
かに手動で設定せざるをえず，また設定された補正は全傷病に同様に適用された。しかし傷病によって，糖尿病
のように多数の傷病を伴う傷病もあればインフルエンザのように単独傷病として現れる頻度の高い傷病もある。
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それら平均傷病数の異なる傷病に対して一律に同次数の補正を行うことは妥当でない。そこで，コンピューター
が傷病ごとにその傷病の記載されたレセプトの平均傷病数を計算し補正次数を傷病ごとに自動的に選択できる式
を考案し発表したのが本論文である。具体的には 928 頁右下の(8)式がそれであり，検証法は 2003 年論文と同様
である。ただ，統計学者の丹後俊郎氏が PDM に類似の手法として PAE(Proportional Allotment Estimator),
MLE(Maximum Likelihood Estimator)を 2003 年 11 月に発表し，レセプト傷病分析手法としての独創性につい
て先取特権を主張したため，PDM と併せて 3 手法を架空データ及び宮城県名取市国保の実物外来レセプトデー
タに適用して検証した。その結果，3 手法とも理想条件下で作成された架空データでは良く一致した。しかし実
物のレセプトに適用すると丹後の MLE は多数の傷病において推計値がマイナスとなり，傷病別医療費推計法と
しては使用できないことが明らかとなった。PAE は実物レセプトにおいても PDM とよく一致する良好な結果が
得られた。しかし，PAE は直訳すると PDM と同じ(比例配分法)になることことからもわかるように原理は同一
であり，ただ重み推計が平均値補正法ではなく繰り返しによる最適化法という違いである。したがって丹後の
PAE は PDM に異なる重み推計を用いただけにすぎず本質的に同手法といえる。別の 2005 年の論文において
Excel ソルバーという最適化法でも同様の結果が得られることが証明されている。

【4】A new method of magnitude estimation for PDM (Proportional Distribution Method) using an
optimization technique and validation by MonteCarlo simulation
[最適化法を用いた PDM の新しい重み推計法と，モンテカルロ法を用いた妥当性の検証]
Journal of Health Care & Society 2005; 14(4):117-126.
丹後が繰り返しによる最適化法による重み推計法を考案し,これを PAE として発表したがそれは PDM の数ある
重み推計法の一つにすぎず PDM という原理の剽窃にあたる。それを証明するため,同様の手法で別の重み推計法
もあることを示す必要があったため Excel のソルバー機能を用いた別の重み推計法を提示したのが本論文である。
丹後の手法は1)まず各レセプトの傷病ごとの重みが同じと仮定して全レセプトについて傷病別の初期値を定める。
たとえば傷病数が 2 医療費 1000 円のレセプトと傷病数 3 医療費 3000 円の 2 件のレセプトがあれば，まず 500
円，1000 円とする，2)次に各傷病について全レセプトの初期値の平均値を出す，3)今度は各レセプトに戻って傷
病ごとの平均値で，たとえば最初のレセプトで 2 つの傷病の平均値がそれぞれ 300 点と 200 点なら，そのレセプ
トの 2 傷病の重みは 600 円，400 円とする。4）以上の 1)～3)を繰り返し数値が安定したところでその数値を重
みとする。一方 Excel ソルバーを用いた方法は，各レセプトごとに「観察された」重みと「理論的な」重みを仮
定し傷病ごとの重みにいろいろな値を試行錯誤であてはめて，観察された重みと理論的な重みの差(最小二乗値)
を最小にするようくり返す。
Excel ソルバーによる最適化法と平均値補正法により正解既知の架空データで PDM
による分析した結果，正確性の点で Excel ソルバーによる最適化法は平均値補正法より優れていることが明らか
となったが，多数の傷病分類において推計医療費ゼロという結果となった。レセプトが傷病ごとの医療費請求書
である以上，医療費ゼロの傷病は理論的にはともかく実際的には受け入れがたく，また繰り返し法はレセプト件
数が厖大になるといかに優れたコンピューターでも対応できなくなる限界がある。Excel ソルバーが 200 変数ま
でしか動かせないことも 200 以上の傷病分類を不可能にしている。結論として Excel ソルバーや繰返しによる最
適化法も重み推計法の選択肢ではあるものの，実際的な傷病別医療費推計には平均値補正法を使うのが妥当と結
論した。
【5】Reduction of influenza-related outpatient visits among community-dwelling elderly who received
influenza vaccination. [インフルエンザワクチン接種を受けた在宅高齢者におけるインフルエンザ関連受
診の減少]
Japanese Journal of Pharmacoepidemiology 2003; 8(2):55-60.
レセプトデータセンターから傷病別の日数や医療費を純粋かつ客観的に切りわけられる PDM 法の実際的な応用
の第一号で，インフルエンザワクチンの有効性を RCT によらず retrospective な方法によって分析可能であるこ
とを示した。ワクチンの予防効果の評価は RCT が理想だが，市町村事業においてそうした実験は不可能である。
そこで国立保健医療科学院の倫理審査を経て，宮城県名取市の国保加入老人について，インフルエンザワクチン
接種者台帳と国保被保険者台帳を個人情報でリンクし，ワクチン接種者と非接種者の間で流行シーズン中のイン
フルエンザによる受診日数を比較した。RCT ではないので，接種者と非接種者の間のリスクは同一ではない(事
実，接種者の方が施設入所者の割合が高くリスクも高いと考えられた)が，リスクの高低は受診回数となって現れ
ると考えられることからワクチン効果は総日数に占めるインフルエンザ関連疾患の割合で評価できると仮定した。
PDM により総日数に占めるインフルエンザの割合をみると，接種者では 0.053%にすぎなかったのに対して非接
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種者では 0.319%と高く，83.4%の受診日数の削減と評価された。これは RCT によるインフルエンザワクチンの
有効性とほぼ一致しており，ワクチン有効性は RCT に頼らなくても，レセプト情報のみで評価できることを示
唆した点に意義がある。

【6】An analysis of administrative sanctions and criminal prosecutions of doctors in Japan
[日本の医師の刑事処分と行政処分に関する分析]
Japanese Journal of Public Health 2005;52(11):994-998.
PDM 法がレセプト傷病分析だけでなく，合計が分かるが内訳がわからないあらゆるものに応用可能であること
を示した論文。医師，歯科医師は刑事処分を受けると医師免許の停止取消の行政処分も受け，いわば同一犯罪に
ついて重複処罰(デブルジェパディ)を受けることになる。また複数の犯罪の場合，判決や処分は通常その犯罪ご
との内訳を明記しない。たとえば懲役 3 年の A 罪と 2 年の B 罪を犯した場合，最高刑は 5 年ではなく最も重い
A 罪の 1.5 倍すなわち 4 年半となる(刑法 47 条)。しかし懲役 4 年半の判決にその内訳すなわち A 罪 3 年＋B 罪
1.5 年なのかあるいは A 罪 2.5 年＋B 罪 2 年なのかは記載されない。複数の罪があり刑の合計は分かっているが
罪ごとの内訳が分からない状況はまさに複数傷病があり合計の日数点数は分かるが傷病ごとの内訳がわからない
レセプトと同一であり，PDM の格好対象となる。本論文では，同一医師の同一行為に対する裁判所と医道審の
判決を PDM にかけ，裁判所と医道審の医師に対する姿勢の違いを分析した。465 人の医師歯科医師について刑
事処分の内容と行政処分の内容を PDM で比較分析した結果，横領，殺人，覚醒剤については両者の量刑はほぼ
同一であったが，違いが見られたのは収賄とわいせつ行為であった。刑罰において収賄はきわめて重罪であり，
逆にわいせつ行為は軽い罪であるが，医道審の処分は収賄については比較的寛容であるがわいせつ行為に対して
は厳しい処分が下されていたことが PDM により定量的に評価された。
「医師が賄賂をとることは公務員倫理には
反しても医道倫理にはそんなに反しない」とはどの文書にも記載されていないが，PDM により内々の本音が定
量的には把握された。PDM の応用可能性を示した点で意義深い。
【7】昭和ヒトケタ男性の寿命
厚生の指標 2006 年 53 巻 13 号 28～34 頁
1980 年代より指摘されてきた昭和ヒトケタ(1926 ～1934 年)世代男性の短命説を世代生命表を用いて実証した
論文。通常の生命表はある年における断面調査であるが，ある年に出生した世代(コホート)について追跡してゆ
くのが世代生命表であり，昭和ヒトケタ世代が 70 代の老齢に達してきたことから，短命説の実証が可能となっ
た。
「戦争を経験することで失われた寿命はどれだけか」という仮説を検証するためには「もし戦争がなく他の世
代と同様の平和な生活を送っていたら寿命はどうなっていたか」
を仮定する必要がある。
本論文の独創的な点は，
生存率が世代を追って改善する傾向を対数曲線と仮定し，Excel ソルバー機能を用いて最適値を出すことによっ
て「もし戦争なかりせば」の傾向線を引き，その傾向線からの乖離を「失われた寿命」とみなす手法をとった点
である。これにより戦争を経験したことによりどの年生れのコホートがどれだけの寿命を喪失したか定量的評価
が可能となった。その結果，寿命喪失が最も顕著だったのは 1932 年生れであり，この世代は 30 歳->65 歳の生
存者率が「もし戦争なかりせば」と仮定した時より 1.87%低かった。絶対数でいうとこの世代男性は 30 歳時約
82 万人いたがそのうち 65 歳に到達できた者は約 1.5 万人あるべき数より少なかった。ヒトケタ世代男性全体で
30 歳時 1037 万人いたのが，65 歳に到達できた者は約 11.7 万人あるべき数より少なかった。発育期を戦争中に
過ごしたという「負い目」は 30 歳から 65 歳までの生存率を 1%以上低下させる影響をもたらした。彼らが中年
だった頃に発見された短命現象は一時的なものではなく人生最後までつきまとう「この時期に生れたるの不幸」
であった点を指摘した問題論文といえる。
【8】Woodwork effects of the Long-term Care Insurance: an ecological study
[介護保険の要介護認定における「掘り起こし」の研究:エコロジカルスタディ]
Health Sciences 2005;21(3):326-325
2000 年の介護保険開始後，要介護認定を受ける高齢者数は増加したが，増加は全ての要介護度を通じて一様では
なく軽度(要支援，要介護 1)の増加が重度者よりも多かった。これは不自然であり，もし要介護状態にある者の絶
対数が増加したのなら，どの要介護度においても一様に増加することが予想されるからである。そのため軽度の
認定者の増加は，要介護状態にある者の絶対数の増加ではなく，要介護認定を申請する者の割合が軽度者におい
て増加したという仮説がなりたつ。介護保険において要介護認定は申請主義であり，どんなに重度の要介護状態
にあっても市町村に要介護認定を申請しなければ，認定されないからである。その仮説の検証するためには，分
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母にあたる「真の(潜在的な)」要介護状態にある者の数を知る必要があるが，その数は被保険者全員が要介護認
定を受けなければわからない。そこで，一定の仮定を置いて，2001 年度末に 1 万人以上の被保険者を持つ 465
市町村について(信頼できる分析のためには被保険者数が少ない市町村を除外した)「真の」要介護状態にある者
の数を要介護度別に推計して分母とし，
分子にあたる要介護度別の認定者数の割合の変化を 2001 年と 2002 年の
間で比較した。要介護状態にある者の数を推計する「一定の仮定」とは 1)高齢者人口における要介護時間の分布
は指数関数に従う(すなわち要介護時間ゼロの者が大半であり，要介護時間の長い者の割合は指数関数的に減少す
る)，2）要介護状態の重い要介護 5 の被保険者は全員が要介護認定を受けている，の 2 つである。要介護時間が
指数分布することは 1998 年国民生活基礎調査のデータより確認した。2001 年と 2002 年の介護保険事業報告の
データより，各市町村について要介護状態にある者の分布を示す指数関数の係数λを算出して要介護状態にある
者の真の(潜在)数を要介護度別に推計し，そのうち何%が要介護認定されたの割合を算出した。その結果，要支援
や要介護 1 の軽度者において要介護認定される割合が増加したこと，また要支援と要介護 1 の認定者割合を市町
村別に散布図を描くと強い相関がみられたのに対して，要介護 4(重度)と要支援の間には全く相関をみとめず，
2000 年から 2001 年にかけての軽度者の増加は実際の要介護状態にある者の増加によるよりも，介護保険が普及
してきたことによる掘り起こし(woodwork effects)であったことが実証された。

【９】レセプトデータを使用した医薬品有害事象検出データマイニング手法の開発
薬剤疫学 2005;10(1):15-23.
薬事法改正で 2003 年 7 月より医師，薬剤師の全ては医薬品の副作用の報告が義務づけられるようになったが，
そうした自発報告は届出率が低いのみならず，分母がわからないため「率」を算出できない，という弱点がある。
こうした自発報告から未知の予期しない薬剤の有害事象を検出するために様々なデータマイニング手法が考案さ
れているが，発生率を計算できないためいずれも「医薬品と副作用の組合性の相対的頻度の非比例的増大を統計
的に検出」するしか方法がない。その点レセプト情報は，被保険者集団が特定されているのみならず，ある薬剤
が何人に投与されたか，すなわち「分母」を算出できるため発生率を得られる，という長所がある。それゆえデ
ータマイニング手法を用いれば未知で稀な有害事象を検出できる可能性が高い。本論文は文部科学研究費補助金
「レセプト情報より薬剤有害事象を検出するデータマイニング手法の開発」の一環として日本医療データセンタ
ー社の医科と調剤レセプトを個人単位でリンクしたデータベースを用いて，未知で稀な有害事象を検出するデー
タマイニング手法を提言したものである。その原理は，ある薬剤によって特定の有害事象が発生し，その治療や
対処のためレセプト傷病名が追加されるとすると，その薬剤とその傷病名が同一人に出現する頻度は，薬剤とそ
れに起因する有害事象が新しい傷病名として記録されるとするとその傷病名の診療開始日は，被疑薬の調剤日よ
りも後になる。そこで薬剤と薬剤投与後に出現した傷病名の総組合わせの頻度を算出し，もし両者が無関係だっ
た場合の期待発生率との比が高い組み合わせを抽出する。レセプト上の薬剤と傷病名の組み合わせは大半が適応
症との組み合わせであるが，まず適応症が診療開始されて薬剤が投与されるのが通常である。その逆，すなわち
薬剤投与後に発生した傷病名は，
その頻度が有意に高ければ薬剤が原因で発生した傷病名と考えることができる。
この原理を日本医療データセンター社が有する 3 健保組合のレセプトデータベースに適用し，塩酸パロキセチン
といった向精神薬に麻痺性イレウスといった傷病名の有害事象として発生している可能性を否定しえない，とい
う結果を得た。
【10】Age-period-cohort analysis of asthma prevalence among school children
学童喘息有病率の年齢－時期－世代(APC)分析
Environmental Health & Preventive Medicine 2007 年 5 月号
学校保健統計の学童(6～17 歳)の喘息有病率の推移を分析したものであるが，本論文の価値はその所見よりも方
法論上のノイエスにある。APC 分析すなわち年齢(age)時期(period)世代(cohort)分析は，○年生れが○年に○歳
であった時のたとえば有病率のといった指標から，その指標を決定する年齢，時期そして世代の３つの要因の影
響を推計しようとするものであり断面研究の分析にしばしば試みられるが，これら 3 つの要因を同時に満たす解
を与えることは同定不能性(non-identifiability)という問題のため数学的に不可能とされ，これまで幾多の数学者
が挑戦してきたが解決していない。そのため多くの疫学者は，様々な制約条件を仮定してその条件下での解を与
えようとするが，なかなか適切な制約条件は得られない。本論文では学童という発育の盛んな世代という特殊性
から「加齢変化は世代を通じて不変である」という制約条件の下で 3 要因の解明を試みたところ見事なほど完全
な解が得られた，という報告である。本論文は同定不能性という APC 分析固有の問題そのものを解決したわけ
ではなく当然ながら限界はある。すなわち「加齢変化は不変」という条件は学童のみにあてはまり，たとえば高
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齢者のがんの発生率や有病率には適用でない。とはいえ，学童という発育期の有病率については加齢変化を不平
とする制約条件下できわめて妥当な解が得られることを示したことは，学童期の他の疾患の有病率にも応用可能
であり，発育医学や発育期の疫学にきわめて大きな意義を有するものといえる。
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