
はじめに

　がん患者の医療費が高騰し続けるアメリカで
は，経済的な理由から治療を断念したり，医療費
が原因で破産するケースも多く，社会問題となっ
ている．米国のがん医療費は 2010 年から 2020 年
の間に 15％1），報告によっては 27％2）も増加する
との予測があり，その要因として我が国と同様に
社会の高齢化と，高額な新薬や新技術の導入など
が主に寄与している2）．がん医療費を抑え，経済
的理由でがん医療を受けられない患者を減らしつ
つも，新しい抗がん剤，分子標的薬，医療機器の
開発を推進するにためには，様々なシステムレベ
ルでの制度改革が喫緊の課題とされている．
　このような状況を背景に，2013 年 11 月 4 日，
ワシントン DC に拠点を置く米国医学研究所（In-
stitute of Medicine；IOM）でがん政策サミット
が開催された3）．基礎医学の研究者やオンコロジ
ストのみならず，新薬の開発承認に携わる製薬企
業や米国食品医薬品局（FDA），医療経済学者な

ど，幅広い分野の専門家が集結し，医療制度，予
防・疾病対策，研究開発の視点から現在のがん医
療における優先的政策課題について意見交換と政
策提言が行われた．サミットで議論の焦点となっ
たトピックについて紹介し，その議論から垣間見
える我が国の課題について検討したい．1 日のサ
ミットではあったものの，扱われた課題は非常に
多岐にわたったため，原稿は 2 回に分け，前半に
当たる今回は現在のアメリカにおける医療制度の
問題点を概観し，次回・後半でがん医療に関する
議論をまとめることにする．

1　アメリカのがん医療制度の問題点

　アメリカでは，がん医療費全体の 45％を，65
歳以上を対象とする公的医療保険制度であるメ
ディケアが担っており，メディケアにかかる全て
の医療費のうち，がん医療費は 10％も占めてい
る4〜7）．社会の高齢化や高額な分子標的薬などの
登場による直接の医療コストは，メディケアだけ
ではなく，その他の民間保険を圧迫するが，労働
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生産性の喪失による間接的コストにより，がん医
療費の増加は社会全体にとっても深刻な問題と
なっている7）．
　アメリカのメディケア患者におけるがん医療費
の診療報酬請求は，基本的に外来における診察料
や手術費などを含むドクターフィーが出来高払い
制（fee for service）で，病院における入院料や検査・
治療などが DRG（Diagnosis-Related Group）に
よる包括払いとなっている．一部に，ある一連の
診療に対する医療行為，検査，処方の費用が入外
の区別なくセットとして保険者より支払われる一
連包括支払い（bundled, episode-based payment）
とよばれる方式もあるが，予防医学や家庭医学の
領域で導入されているのみである．
　がんの医療費の支払いは出来高払い制度が中心
となっている．政策系シンクタンクの Brookings 
Institute で医療政策を専門とする McClellan 博士
は，出来高払い制度は，医療費の増加と診療の質
の低下をもたらし，医療の効率化の妨げになって
いると本サミットで講演した．出来高払い制度は，
医療行為を行えば行うほど診療報酬を請求できる
システムであることから，むしろ質が低い医療が
提供されて本来不要な医療行為でも医療提供量が
増えるほど報酬が増えることになってしまう．こ
のようなシステムではなく，提供された医療の質
に対して診療報酬が支払われる制度へと移行する
必要があるとの指摘であった8）．
　出来高払い制度が低い質の医療につながる例と
してあげられるのは，症状や副作用に関して患者
との円滑なコミュニケーションや投薬などどの適
切な予防策を講じていれば防げるはずのがん疼痛
や，化学療法による嘔気などのための救急外来受
診や緊急入院である．一般にそれらを防ぐための
患者教育や丁寧な内科管理に対して診療報酬が支
払われないか，報酬が低いため，教育や相談を行
うことへの誘導力は弱い．逆に救急外来受診や緊
急入院は，その都度診療報酬を請求でき，特に緊
急入院などは診療報酬が高額であるため，そのよ
うな入院を減らし，診療の質を向上させるための
インセンティブが働きにくく，全体的により医療
費がかかる結果となっている8）．
　さらに出来高払い制度のもとで特に問題とされ

ているのは医薬品にかかる医療費である．アメリ
カにおいて，新薬の登場により化学療法にかかる
医療費は年々上昇しており，2013 年に FDA（US 
Food and Drug Administration）で承認された新
抗がん剤の平均額はひと月 1 万ドルであった10）．
民間保険加入者の自己負担払率は平均 19％9）であ
るが，がん医療費が高額であるため，この自己負
担分を払えなくなり，がん治療を延期，断念する
ケースも多い11，12）．
　問題は医薬品代が高額なことだけではなく，出
来高払い制度のもとで，抗がん剤治療は処方した
分だけ医療機関が保険者より薬価の支払いを受け
取るシステムから派生する問題が以前から指摘さ
れていた．後述するように 2003 年に法律で制限が
かかるまでは，医薬品をまとめて購入することで，
処方した医師が報酬を受け取ったり，リベート（売
上割戻金）を受けとることができ，実際の納入額
と保険から償還される薬価の差額分の収益を得る
ことができるという問題が蔓延していた13）．リ
ベート率は，処方をすればするほど高率になるよ
うに設定され，より多くの患者に薬剤を投与する
ことでより医師の報酬が増える仕組みとなってい
た． こ の よ う な 状 況 は chemotherapy conces-
sion14）と呼ばれ，例えば 2000 年代に抗がん剤によ
る貧血に対し，エリスロポエチン製剤の処方が大
量に行われた背景にも，このような処方による経
済的インセンティブが寄与していたと言われてい
る15）．腫瘍専門医に対して行われた意識調査でも，
出来高制度で診療している医師は，固定給与制で
診療している医師に比べ，「抗がん剤を処方する
と収入が上がると思う」と答えた割合が高かった
との報告もあり16），効果に関して同等のエビデン
スが存在する場合は，より高額な報酬を受け取れ
る高額なレジメンを選択するインセンティブが作
用するシステムとなっている．このような状況で
は過剰な投薬が起こるため，医療費の無駄遣いへ
繋がってしまうことが想像に難くない．
　この問題に対して，2003 年に Medicare Pre-
scription Drug，Improvement，and Moderniza-
tion Act が制定され，2005 年より，平均卸売価
格を基準とした償還から，平均販売価格（average 
sales price；ASP）の 106％が償還される規定と
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なり，いわゆる薬価差益が制限されるようになっ
た17）．この法律は 2005 年より施行されたが，そ
の前年の抗がん剤償還率はおおよそ 122％18）で
あったため，106％への低下は，医薬品償還によ
り大きな収益を得ていた開業医にとっては経営打
撃となった．さらに，病院外来で施行される化学
療法に対する診療報酬が増加したため，2005 年
には 87％が地域開業医で施行されていた外来化
学療法が，2011 年末には 67％まで減少し，化学
療法は開業医より，病院で行われる率が徐々に上
昇してきている19）．一方で経営不振となる地域の
がん診療所は増加しており，合併や買収により
徐々にがん診療が集約化されたことにより20）結
果的に，以前より地域連携が断絶され，非効率的
ながん医療へと変革していると ASCO（米国臨
床腫瘍学会）は懸念を表明している20，21）．また，
このような医薬品による収益は，メディケアによ
りカバーされていないサービス（患者の心のケア，
電話やメールでの相談，栄養や内服指導，患者教
育，診療連携など）を提供するための重要な資金
源となっているという意見も強く，制度改革を行
うにしても，それらのサービスに対する支払い制
度が確立されなければ，診療の質が悪化し続ける
懸念があるとの指摘がされている8，22）．
　薬価差益を制限する改革はどのような化学療法
の処方パターンの変化をもたらしたのだろう．
2005 年以降，メディケアによりパクリタキセル
の償還はひと月の投与量に換算して $2,272 から
$225 まで下落した．その結果，メディケアの肺
がん患者の診療請求データを解析した研究による
と，2005 年を境に，償還額が低下したパクリタ
キセルの処方割合は急低下し，償還額が $2,732
から $2,506 とあまり変動しなかった高額なドセ
タキセルの処方割合は 13 〜 20％増加したと報告
されている23）．結果的には，化学療法施行率は全
体で上昇し，より高額な抗がん剤へのレジメンへ
の移行が生じることとなり，期待されていた程の
医療費削減効果をもたらすことができなかったと
の批判がされている．

2　新たな支払いモデル

　がん領域に部分的に先述の一連包括医療制度を
導入することで，医療費を抑制することができる
のではないかと Memorial Sloan-Kettering Can-
cer Center の Center for Health Policy and Out-
comes のセンター長である Bach 博士は提唱して
いる．例えば非小細胞肺癌に対する化学療法とし
て NCCN（National Comprehensive Cancer Net-
work）などの診療ガイドラインでは，8 つの同等
のエビデンスを持つレジメンが掲載されており，
その医療費は月 $1,292 〜 $7,092 と幅広く設定さ
れている．この状況に対し過去の平均医療費であ
る月額＄4,000 の包括医療費を設定すれば，最も
高額な抗がん剤（$7,092/ 月）を処方している医
師はひと月 $3,092 の損をすることに対し，最も
低額なレジメン（$1,292/ 月）を選択した場合は
$2,678 の得をすることになる24）．このように，一
連包括制度を導入することで，同等のエビデンス
を持った治療法が存在するとき，より安価な抗が
ん剤を選択するようなインセンティブが医師に働
くのではないかとの提案であった25）．また，別の
枠組み，例えば United Healthcare 保険会社では
リベート分を差し引いた納入額しか請求できない
fee-for-service 制度を取り入れ，医師の処方によ
る経済的インセンティブと治療薬の選択の棲み分
けができるようにしたパイロットプログラムが開
始され26），クリニカルパスのアドヒアランス率に
より診療報酬を決定する方法なども検討され21），
話題となっている．
　このように，アメリカのがん医療は，メディケ
アも含め，出来高制度からの脱却が模索され，処
方と経済的インセンティブが切り離される支払い
制度への移行の必要性が叫ばれている．目標は，
質 に 基 づ く 支 払 い シ ス テ ム（pay for perfor-
mance）であるが，では医療の質はどのように評
価しているのだろうか．メディケアにおいてはが
ん診療を含む幅広い分野に対し PQRS （physician 
quality reporting system）が用いられている．
PQRS のリストには，ガイドラインに記載される
ような標準的な診療や処方の実施率などのほか，
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インフォームドコンセントや患者評価に関するカ
ルテ記載の有無など，診療科別に様々な評価指標
が挙げられており27），がん関連の指標も 30 程存
在する28）．2015 年からメディケアが契約する全
て の 医 療 機 関 で PQRS に よ る pay for perfor-
mance 制度が導入される予定である．それまで
は自由参加の PQRS だが，PQRS の参加の有無や，
評価結果に応じて，診療報酬の割増，または割引
調整を受けるようになる．
　がんの診療の質を評価する取り組みとしては
ASCO が 2002 年 よ り QOPI（Quality Oncology 
Practice Initiative）を開始している．コア指標，分
野別指標，疾患別指標の 3 種類の評価軸において
自施設の診療の質のベンチマーキングを行い，診
療の質を改善させるこの取り組みは，現在 850 以
上の医療施設が参加している（Figure）29）．さらに，
2014 年の秋からは QOPI を PQRS の代わりにメ
ディケアに提出することができるようになり，公
的に認められたがん診療の質評価指標となってい
る30）．2017 年からはオバマ大統領の医療改革法

（Patient Protection and Affordable Care Act；
ACA）により，メディケア契約医療機関全てで，
PQRS を含めた質のパフォーマンスに応じ診療報
酬額を調整する，VBPM（value-based payment 

modifier）が適用される．このような pay for 
performance の急速な導入に対して，質への支払
いというコンセプト自体に反対する声はあまりな
いものの，その仕組みが医療現場における本当の
医療の質を報酬する制度になっていないとの反対
の声も上がっている31，32）．

3　�Accountable Care Organization（ACO）
と Patient-centered medical homes

（PCMH）

　オバマ大統領の医療改革法（ACA）で導入さ
れた ACO（accountable care organization）は，
徐々にその数を増やしているものの，ACO が医
療の質を向上させ，医療費削減に大きく貢献でき
るかは未知数である．しかし，ACO 導入により，
徐々に腫瘍専門医も診療の質による評価を受ける
ようになると考えられる．ACO とはプライマリ
ケアを担う地域の診療所や，専門的な医療を提供
する病院などが同じ医療 IT インフラ（電子カル
テシステム）を共有するなどの方法により地域連
携を強化し，カバーしている住民の健康管理や医
療の質を向上させることで診療報酬を受けるよう
な支払いモデルである33）．そのためには，診療の
質に関する報告が要求され，地域医療を担う
ACO のがん専門提携施設となった場合，腫瘍専
門医もその対象となり結果によって診療報酬が左
右される可能性がある34）．
　ACO のような患者中心の地域医療の提供と医
療の質評価による支払い報酬を受けるシステムを
実現させるための仕組みとして，家庭医の領域か
ら始まったのが PCMH（Patient-centered medical 
homes）である．PCMH とは，かかりつけ医が電
子カルテを通して患者の他科での診療を管理し，
患者教育や 24 時間の電話相談体制，受診しやす
い体制をとることなどにより患者との関係を強化
した医療モデルである35）．患者を中心として全て
のケアがかかりつけ医で管理され，エビデンスに
基づいた診療や質の高い医療を提供することに評
価の重みを置き，診療報酬はただ提供した医療の
量ではなく，このようなバリューに対して支払わ
れるシステムである．これをがん医療にも適応拡

Figure　ASCO の QOPI（Quality Oncology Practice 
Initiative）によるがん診療の質評価，改善への
取り組み29）
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大する動きとして，2010 年に初めて Consultants 
in Medical Oncology and Hematology（CMOH）
という腫瘍専門医グループが PCMH を導入し，
このような質の高い患者中心の医療を提供したこ
とで，がん患者の救外来受診の減少，化学療法患
者の緊急入院の減少，入院日数の減少などの結果
をもたらし，医療費の削減と診療の質向上を達成
することができたことが報告されている36，37）．
　PCMH のようなモデルががん医療で成功した
という事例は少なく，他の地域に応用できるのか
は更なる検証を要するが，今後がんのサバイバー
が増加するにつれて，PCMH などの診療モデル
に対するニーズは徐々に大きくなると考えられ
る．ACS（American Cancer Society）によると，
2014 年に 1,450 万人と推定されるがんサバイバー
は，2024 年には 1,900 万人にまで増加すると言わ
れている38）．がんサバイバーは，がんの既往歴が
ない人に比べ，うつ病，不安症などだけではなく，
長期的に糖尿病，心血管疾患，骨粗鬆症などを発
症するリスクが高いと報告されており，実際ス
テージが早い乳がんや前立腺がんのサバイバーは
がんで死亡する確率より心血管系疾患などの他の
原因で死亡する確率が高い39，40）．そのため，がん
サバイバーの内科的疾患をフォローするために，
腫瘍専門医は，家庭医や内分泌内科などの他科と
の診療連携をより強化していく必要がある．さら
にがんサバイバーの人数が増えるだけではない．
がんと診断されてから 15 年以上の長期がんサバ
イバーが，がん患者全体の 25％にも及んでいる
ことから，がん患者の中でサバイバーとしての平
均年数も増えていくと推測される38）．アメリカの
がんサバイバーは経済的に窮地に追い込まれるこ
とも多く，サバイバーの約 7.8％が経済的理由で，
がん以外の診療を含め，必要な医療を受けられて
いない状況にあるとの報告11）もあることから，が
んサバイバーが長期的に多科連携のとれた内科管
理を受けられる環境が整備される必要がある．

次回へ

　ここまで，アメリカにおけるがん診療に対して
なされてきた問題点の指摘と，全体として対策の

展望を述べてきた．程度の差こそあれ我が国にお
いても医療費の高騰や医療の質への問題意識は共
通することがある．次回は，これらを出発点とし
て ASCO が提唱する医療制度を始め，より，が
ん医療の分野に特化した議論の内容を報告する．
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