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家族心理教育によって統合失調症の再発が予防されることが明らかにされてきた．一方，それによ

り医療コストが節約されるか否かは明確ではなかった．そこで，家族心理教育実施による医療コスト

への影響を評価した．

研究対象は再発リスクが高いとされている高EE（expressed emotion）の家族と共に生活する統

合失調症患者とした．心理教育群は家族が心理教育および集中的家族セッションを受けた者および心

理教育とその後のサポートを受けた者，合計30名とし，比 対照群としては過去の著者らのコホー

ト研究での高EE群を選んだ．これら対象者の退院後9カ月間の医療コストを比 検討した．このと

き身体疾患に関する医療費は除外した．医療コストは診療報酬請求書より算出した．外来医療費，追

跡期間中の在院期間，および入院医療費，合計医療費を，心理教育群と比 対照群との間でMann-

Whitney U testを用いて比 した．また，合計医療費の分布を考慮して，全対象者の合計医療費の

中央値で二分し，中央値以上の医療費が必要だった患者の割合をカイ二乗検定にて比 した．その結

果，再入院期間は，心理教育群で平均23.5日，対照群で40.5日であった．外来医療コストは心理教

育群で平均約23万円，対照群で平均約24万円であった．入院医療コストを比 すると，心理教育群

の平均値は約27万円で，対照群では約47万円であった．心理教育群の合計コストは平均約50万円

で，対照群の約71万円よりも有意に小さくなっていた．中央値以上の合計医療コストの者の割合は

心理教育群では23％であったが，対照群では54％であり，有意差が認められた．これらの結果から，

家族心理教育の再入院予防効果によって，心理教育群の医療コストは対照群と比 して軽減されると

考えられる．

こうした結果は，入院コストがわが国よりも高価である欧米の研究結果と同様のものであった．現

在，わが国では統合失調症での家族心理教育は診療報酬化されていない．今回の筆者らの研究は，そ

うした家族心理教育の診療報酬を健康保険内で支払う制度改革の必要性を示唆している．
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は じ め に

わが国の国民医療費は平成17年度で，33兆

3234億円であり，前年度に比べ1兆178億円

（3.2％）増加し，国民医療費の国民所得に対す

る割合は9.01％（前年8.85％）となった ．す

なわちこうした医療費の負担は社会的に大きなも

のとなっている．そうした中で，効率的な医療の

あり方が模索され，根拠に基づく医療（evidence
 

based medicine,EBM）が提唱されている．精神

疾患に関しては，平成17年では「精神および行
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動の障害」による医療費は一般医療費の7.6％を

占めており，精神保健分野においても医療経済を

考慮した対策が求められている．また，平成17

年の患者調査によれば，精神疾患患者数は統合失

調症75.7万人，うつ病などの気分障害92.4万人，

神経症性障害，ストレス関連障害58.5万人など

であり，いずれも増加傾向にある ．したがって，

今後の精神保健に関する医療費は増大する可能性

が大きい．

国際的に見ると，英国においては全国民健康保

健（national health service, NHS）支出の3％

は統合失調症のために支払われている ．また，

オランダ，米国でも国の保健支出の1.5～3％が

統合失調症のために支払われている ．国際的

に見ても，統合失調症によるコストは無視しがた

いものとなっている．

統合失調症の経過に及ぼす家族感情表出（ex-

pressed emotion,EE）の影響は欧米で始まり ，

日本でも研究された ．その研究に基づく家

族への社会心理的介入，心理教育が行われ，その

効果が確かめられてきた ．

こうした中で，医療経済学的に統合失調症家族

への心理教育を評価する必要が生じたが，国際的

に見ても，そうした研究は少ない ．また，

これまでの研究は主に欧米におけるもので，日本

での研究はない．日本での入院医療コストは欧米

と比 すると安価であるために，心理教育によっ

て入院が予防されたとしても，医療コストの軽減

にはつながらないかもしれない．この研究の目的

は，統合失調症家族への心理教育の効果を医療経

済学的に評価することとした．

研究方法および結果

研究対象と方法

研究対象は再発リスクの大きい高EEの家族と

共に生活する統合失調症患者とした．心理教育群

は家族が心理教育および集中的家族セッションを

受けた者および心理教育とその後のサポートを受

けた者，合計30名とし ，比 対照群としては

過去の著者らのコホート研究での高EE群を選ん

だ ．比 対照群では家族に対する特別なアプロ

ーチは行われなかった．これら対象者の診断，特

徴，介入方法，精神症状の評価方法，再発の判断

基準などは，もとの論文を参照して頂きたい ．

これら対象者の退院後9カ月間の医療コストを

比 検討した．

対象者の退院後9カ月間の毎月の外来医療コス

トを算出し，再入院があった場合には追跡期間中

の在院日数および入院医療コストを算出した．こ

のとき身体疾患に関する医療コストは除外した．

これらのコストは診療報酬請求書より算出した．

外来医療コスト，追跡期間中の在院期間，およ

び入院医療コスト，合計医療コストを，心理教育

群と比 対照群との間でMann-Whitney U test

を用いて比 した．また，合計医療コストの分布

を考慮して，全対象者の合計医療コストの中央値

で二分し，中央値以上の医療コストが必要だった

患者の割合をカイ二乗検定にて比 した．

結 果

過去にも報告したように ，心理教育群の9カ

月再発リスクは30％（9/30）であったのに対し，

対照群のリスクは58.3％（14/24）であった．表

1に示したように，9カ月間の在院日数は心理教

育群の方が少なかったが，統計学的有意差は認め

られなかった．

表2に医療コストの比 を示した．外来医療コ

ストは心理教育群で平均約23万円，対照群で平

均約24万円であった．入院医療コストを比 す

ると，心理教育群の平均値は約27万円で，対照

群では約47万円であった．心理教育群の合計コ

ストは平均約50万円で，対照群の約71万円より
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表 1 9カ月間の再入院期間（日)

N 平均値 範囲

心理教育群 30 23.5 0-182

対照群 24 40.5 0-153

Mann-Whitney U testで有意差なし



も有意に小さくなっていた ．

心理教育群，対照群を合わせた54名の合計医

療コストの中央値を計算し，その中央値以上の医

療コストとなっていた割合を比 した結果を表3

に示した．中央値以上に医療コストがかかった者

の割合は心理教育群では23％であったが，対照

群では54％であり，有意差が認められた ．

工夫した点

最も重要であった点は，研究グループの長期間

にわたる維持である．ここで取り上げた研究は，

非常に多くのマンパワーを使い，さらに患者，当

事者の長期間の協力を得ながら行われた．また，

最初の家族心理教育のRCT研究には数年間の時

間を費やし，その後，保険診療点数を算出するた

めに事務スタッフの協力が必要であった．

こうした膨大なマンパワーとその継続的な協力

が可能であったのは，研究グループ内で，一貫し

て，研究者間，および研究者と協力者の間の信頼

関係を保ち，なおかつ研究の重要性を研究者らが

確信し，それを協力者に，そして当事者とその家

族に説得し続けたことによると考えられる．

こうした信頼関係は簡単に形成できるものでは

ない．日頃から，研究者間のコミュニケーション

を保ち，なおかつ協力者が研究者を一人の人間と

して信頼できる関係が必要であった．これは研究

者らが，常に真摯に当事者とその家族の利益を考

えていることを示すこと，そして研究者らが臨床

場面でも，そうした立場を貫いていたことによる

と考えられる．

次に，新たに医療経済学的な基礎研究が必要だ

ったことをあげたい．研究グループでは，これま

でに医療経済学的研究に取り組んだ経験はなかっ

たので，この点でも苦労が多かった．しばしば分

析に関しては，医療経済学の専門家に相談したが，

さまざまな基礎研究や方法論に関しては研究グル

ープの各自が理解しておく必要があった．そうし

た努力の結果，新たに費用便益分析研究も遂行で

きた ．

本論文の意義

統合失調症における家族心理教育あるいは心理

社会的介入の医療経済学的研究は，英国より2件，

中国より1件，ノルウェーより1件の4つが報告

されていた．英国における研究では，直接コスト

のみの比 ではあるが，家族介入を行った群の観

察期間中での1カ月のコストは1171ポンド（当

時約23.5万円），一方介入を行わなかった群では

1603ポンド（当時約32万円）であり，再入院を

予防したことにより介入群の方が安価となってい

た ．また，それ以前にも英国から同様の報告が

あった ．また，ノルウェーの報告でも介入群12

名の観察期間での直接コストは対照群12名のコ
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表2 9カ月間の医療費（円)

N 平均値 範囲 P

外来医療費 心理教育群 30 228,264.2 8,165-926,960 0.07

対照群 24 239,139.9 121,892-281,290

入院医療費 心理教育群 30 273,777.8 0-2,123,333 0.06

対照群 24 472,013.9 0-1,785,000

合計 心理教育群 30 502,042.0 11,696-2,334,333 0.01

対照群 24 711,153.8 281,290-1,906,892

＊Mann-Whitney U test

表 3 9カ月間の高額医療費割合（％)

N 中央値以上の割合（%) P

心理教育群 30 23.3 0.02

対照群 24 54.2

＊カイ二乗検定



ストと比 して534万ノルウェークローネ（当時

7200万円）安くなっていた ．また，中国にお

ける研究でも介入によって再入院期間が短くなり，

患者一人あたり年間170ドルのコストの軽減がも

たらされていた ．

こうした欧米や中国の研究結果によると，家族

心理教育は統合失調症者の再入院を予防すること

によって入院コストが軽減されることになり，そ

の結果として医療コスト全体が小さくなっていた．

今回の日本の研究でも，外来医療コストの平均値

は心理教育群と対照群の間で差はなく，医療コス

トの軽減は再入院の予防によるものであった．日

本の入院医療コストは欧米と比 して安価である

ことから，欧米先進国以外の入院コストがそれほ

ど高くない国でも，家族心理教育によって医療コ

ストを軽減できる可能性がある．

わが国においては国民皆保険制度のもと，診療

報酬の支払われる医療行為の内容は国によって規

定されており，なおその医療行為の報酬額も決め

られている．現在のところ，統合失調症の家族心

理教育は報酬の支払われる診療行為には含まれて

いない．その結果，保険制度のもとで運営してい

る医療機関においての家族心理教育の実施割合は

高くない．

日本の医療機関のほとんどは私的なものであり，

報酬の支払われない医療行為は行いにくい．家族

心理教育は明らかに，患者と家族の生活の質を向

上させるものであり，診療報酬を支払うことによ

り，それをより多くの患者と家族に提供すべきで

ある．

今回の結果によれば，心理教育群の医療コスト

は退院後9カ月間で平均50万円であり，対照群

では71万円だったことから，心理教育のコスト

が21万円を超えない場合には明らかに医療コス

トの軽減につながるだろう．また，新たに心理教

育のための診療報酬額を決定する場合，21万円

以内であれば全体の医療コストの増大にはつなが

らない．また，これは退院後9カ月間の分析であ

り，より長期的な分析を行えば，より多くのコス

トをかけてもよいかもしれない．

この研究では医療コストのみを検討したが，よ

り広い範囲のコストを考えれば，より多くのコス

トを心理教育にかけても，社会的立場からすると

利益の方が大きいであろう．なぜなら，統合失調

症の再発を繰り返す場合には，医療コスト以外の

社会福祉サービスのコストなどもより多くかかる

と考えられるからである．

今後の課題と方向性

医療経済学的研究はまだ端緒についたばかりで

あり，特に精神保健福祉分野ではその取り組みは

多くない．しかしながら，「根拠に基づく実践」

の立場からすれば，こうした研究は不可欠である．

特に，精神保健福祉ユーザーやその家族からも，

そうした立場からのサービスの検証を求める声が

強くなっている ．とりわけ，医療費の自己負担

額が高額になりつつある現状では，精神科医は自

ら提供するサービスの効果とそのコスト（および

自己負担額）を提示し，説明する必要がある．そ

のためにも精神保健福祉分野での医療経済学的研

究の発展が求められている．

現在のところ，こうした立場に立った社会心理

的療法に関する検討はほとんどない．また，薬物

療法に関してもその効果だけでなく，コストを考

慮した研究が必要である．

家族心理教育に限ってみると，これまでの研究

は，コストの算出にしても直接コストのみを算出

するなど，あるいは医療コストのみを検討したも

のがほとんどである．したがって間接コストを含

めた比 も今後，必要である．また，cost-

effectiveness analysis，cost-utility analysis，

cost-benefit analysisなども，今後，注意深く行

う必要がある．

また，同様の方法論によって，気分障害の家族

心理教育の効果も評価されようとしている．
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