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過剰な日本の入院医療
迫り来る病院経営の危機

る つ も り か！﹂
︒ 今︑

な病院を強引に再編す

に︑住民にとって大切

域の実情も踏まえず

日数が長い︒日本人が諸外国の人より

なり多いことが一因となり︑平均在院

病院の病床︵ベッド︶が諸外国よりか

医療は過剰といわれ続けてきた︒
特に︑

れている︒
しかし︑
厚労省は団塊世代が

続けてきたと自負する病院も多く含ま

表した︒この中には︑地域医療を支え

を促す予定である４２４の病院名を公

ち︑診療実績が乏しく再編統合の議論

公立病院や日赤などの公的病院のう

本の県で相対的に高く︑東日本の県で

成調整後の︶１人当たり医療費は西日

金を払っているのに︑なぜか︵年齢構

住む地域で同じように医療保険料や税

が放置されてきた︒国民は︑それぞれ

１人当たり医療費の﹁西高東低﹂現象

加えて︑入院医療が主因となって︑

虚弱なわけでもないのに平均在院日数

東京大学大学院経済学研究科博士課程
修了。同大学社会科学研究所助手等を
経て現職。
『地方債改革の経済学』（日
本経済新聞出版社）で 2007 年度日経・
経済図書文化賞とサントリー学芸賞を
受賞。社会保障制度改革推進会議委員
等を兼務。

地域医療をめぐる議論で︑厚生労働省

Takero Doi

が長いと︑医療費の増大につながる︒

慶應義塾大学経済学部教授

低いという現象が続いていた︒負担は

９月 日︑厚労省は全国１４５５の

「
地

世界的にみて過剰な日本の入院医療

土居丈朗

歳以上となる２０２５年に向けて︑

26

が批判の矢面に立っている︒

入院需要に基づき病床︵ベッド︶の再編を進める﹁地域医療構想﹂が︑病院側の反発により停滞している︒
しかし︑このままでは各地の病院経営が危機にさらされる︒地域の実情に合った再編は待ったなしだ︒

地域の医療ニーズに即した病院再編を急げ

WE DGE

データ等に基づく診療実績を踏まえた

その根拠には︑電子化されたレセプト

病院の再編統合は不可避と見ている︒

かった︒納得できる解決策を出せるエ

厚労省は根本的な解決策を講じてこな

ける恩恵は西日本の方が多い︒
しかし︑

同じようにしているのに︑医療から受

以前から︑世界的にみて日本の入院

ビデンスに乏しかったからである︒

年度の入院医療の需要予測がある︒
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新築」という呪縛

「

日本に中古は根付くのか

「新築信仰」という言葉があるように、日本人の多くが「新築」の持ち家を購入してきた。
しかし、それは日本人の「好み」ではなく、国の政策や商慣行なども大きく影響している。
空き家問題も深刻化するなか、中古流通の活性化には何が必要なのか。
砂原庸介、中川雅之、中西享、編集部（友森敏雄、濱崎陽平）
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中古活性化を阻むしがらみ
「脱新築時代」は来るか？

首都圏のマンションでは価格高騰により中古シフトの動きがあるが、日本全

1

都
心における新築マンシ
ョンの供給量の減少と
価格高騰により︑マン
ションを中心に新築か

情を追跡した︒

３年連続で中古マンションの
契約件数が新築を上回る

られるようになった︒

今年の首都圏のマンション供給量は

不動産経済研究所の予測によれば︑３

万７０００戸の横ばい︒都心部で大規

きた新築優遇から大きくは変わってお

国の住宅政策は高度成長期から続いて

を拡大する傾向もみられる︒一方で︑

不動産業界では中古︑賃貸物件の販売

築時代﹂とも読める動きが出てきた︒

ン価格がこの数年で急騰した反面︑所

志向が強かったが︑首都圏のマンショ

を印象付けた︒５年ほど前までは新築

住宅業界に新しい流れが生まれたこと

件数が新築を上回ったことは︑
不動産・

まで３年連続で中古マンションの契約

に出はじめている︒このころのものは

いた新築マンションが中古として市場

に年間７万〜９万戸の大量供給されて

﹁首都圏では︑ 年から 年ごろまで

同研究所の松田忠司・主任研究員は

とみている︒

いことから︑今後も大きくは増えない

模物件を供給できる土地が見当たらな

らず︑人口減少が進む中で中古の流通

得の伸びがそれに追いつかなかったこ

設備もしっかりしており︑いま流行の

首都圏において２０１６年から 年

を拡大する政策を促進すべきだという

とから︑新築から中古ヘのシフトがみ

ら中古や賃貸物件にシフトする﹁脱新

18

指摘もある︒
﹁脱新築時代﹂の最新事

07

格︵ 平米換算︶は︑前

中古マンションの平均価

は︑今年９月の首都圏の

東京カンテイの調査で

する︒

くのではないか﹂と指摘

は中古に流れる傾向が続

に人口流入が続く現状で

後も少ないので︑首都圏

マンションの供給量は今

いる︒利便性の高い新築

ンするユーザーが増えて

を購入してリノベーショ

のもあり︑こうした物件

間取りを先取りしている

00

70

〝自発的〟中古選択への道程とは？

体では、新築志向が強い。
「脱新築」に向けて何が必要なのか。
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「新築」という呪縛

新築信仰を生んだ正体とは？
PART

﹁
新
築信仰﹂という言葉が
ある通り︑日本の不動

KYODO NEWS

産市場では流通する８
割以上が新築である︒

これは日本人の﹁好み﹂というだけで
はなく︑ライフステージの変化に対応
した物件供給ができていない賃貸市場
や︑依然として広がる新築向けの宅地
造成︑住宅ローン減税などの新築優遇
税制︑その一方で中古住宅市場の不透
明さなどが影響している︒これらは法
的な枠組みにとどまらず︑住宅取引の
慣行︑供給のあり方など︑規範・慣習
によって形成された広い意味での﹁制
度﹂に起因している問題である︒
住宅の需給を考えるとき無視できな
いのは﹁取引費用﹂だ︒
﹁ 取引費用 ﹂
とは︑経済的な取引が行われるための
情報収集や︑取引の履行︑権利の保護
などにかかる費用のことである︒例え
ば︑住宅購入の際に物件が不具合を抱
えていないか調べるには費用がかか
る︒住宅を売ったり貸したりするとき
にも︑買い手が約束した金額を払わな
くなるリスクも費用になる︒なぜ日本
人が﹁賃貸ではなく持ち家﹂
︑さらに
は﹁中古ではなく新築﹂という選択を
するようになったのかを分析する︒
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なぜ日本人が「賃貸ではなく持ち家」
、
「中古ではなく新築」という選択を
するようになったのか。
「取引費用」と「政策」の観点からひも解く。

2

「好み」だけではなかった
日本人が〝新築好き〟になった理由
文・砂原庸介 Yosuke Sunahara

いまは高齢者が多い団地にも
かつては子どもたちが多くい
た。写真は昭和 30 年の東京
都新宿区の戸山アパート

BAUHAUS1000/GETTYIMAGES

安心して中古が買える仕組み

米国の中古不動産取引には、正確で信頼できる豊富な情報を提供することで

中古物件の取引を活性化させ、市場を拡大させるという考え方がある。

3

日

本と米国とでは不動産

取引の仕組みが異な

る︒まず︑
米国では
﹁売

り手﹂と﹁買い手﹂が

それぞれ不動産仲介業者と契約する︒

日本では売り手と買い手の仲介業者が

同じ
︵パート１で説明した
﹁両手取引﹂
︶

ことが多いが︑米国においては双方の

顧客の利益相反に当たることから原則

的に禁止されている︒

次に︑米国には仲介業者が売買情報

を提供し合う
﹁不動産情報システム
︵Ｍ

︶
﹂が

ＰＲという情報システムを整備してお

らの情報を統合することで︑全米のＲ

を設立している︒ＮＡＲは各ＭＬＳか

るが︑地域ごとに別法人としてＭＬＳ

︵ＮＡＲ︶が実質的に深く関与してい

ＭＬＳの運営には全米不動産協会

ある︒

で︑現在︑全米で約８００のＭＬＳが

正確な物件情報を把握できるシステム

している︒これは︑仲介業者が互いに

あり︑円滑な取引に重要な役割を果た
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り︑これは全米のほとんどの住宅が網

羅されている情報システムだ︒

日本の不動産流通標準情報システム

﹁レインズ︵ＲＥＩＮＳ︶
﹂の場合は︑
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米国の中古取引はなぜ活発なのか？
情報公開にこそカギがある

談・中川雅之 Masayuki Nakagawa

WEDGE REPORT

社会の変化のしわ寄せを受ける学校

教師をむしばむ長時間労働
変形労働制は「解」ではない

中学校教師の６割が「過労死ライン」を超えるほど、教育現場では長時間労働が常態化している。
「変形労働制」の導入は対処療法であり、問題の本質を逆に見えなくしている。
文・編集部（川崎隆司）

TARO HAMA@E-K AMAKUR A /GET T Y IMAGES

煌々と光る夜の校舎とグラウンド。教師たちの１日は長い

０１９年 月︑政府は

﹁ 変 形 労 働 制 ﹂を 導 入

を年単位で調整する

公立学校の教員の勤務

10

労働だ︒ 年９月に文部科学省が公表

この背景にあるのは︑教員の長時間

ようになった︒

間の労働時間を短縮することができる

長し︑代わりに夏休みの授業がない期

行事が忙しい時期の所定労働時間を延

できる法改正案を閣議決定した︒学校

２

ある月 時間を超える時間外労働を行

学校教諭の６割が﹁過労死ライン﹂で

は︑公立学校の小学校教諭の３割︑中

した教員勤務実態調査︵２０１６︶で

18

勤務時間は小学校で 時間︑中学校は

日本の小中学校教員の１週間当たりの

が６月に発表した国際調査によれば︑

ても︑経済協力開発機構︵ＯＥＣＤ︶

っていることが分かった︒国際的にみ

80

時間にのぼり︑加盟国等 カ国・地

54

48

も︑教員の確保も重要な課題となって

こうした労働環境を改善するために

川島政吉主幹は悔しさをにじませた︒

い﹂
︒北海道教育委員会上川教育局の

教師の夢を諦める学生が後を絶たな

﹁教育実習で仕事の多さに圧倒され︑

域の中で最も長い︒

56
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AFLO

複数の地点で氾濫危険水位を超えた荒川

WEDGE REPORT

日本列島を襲った台風19号

紙一重で防いだ
「首都水没」の舞台裏

台風19 号が各地に甚大な被害をもたらす中、東京は堤防の決壊もなく、大きな浸水を免れた。

自治体や治水施設の担当者の証言から、
「首都水没」を防いだ舞台裏に迫った。

文・編集部（浅野有紀・櫻井 俊）

岡県や関東甲信地方︑

東北地方を中心に広い

範囲で記録的な大雨を

もたらした台風 号︒

計 都県に大雨特別警報が出され︑

19

河川の１４０カ所で堤防が決壊︵ 月

71

静

13

東京都葛飾区危機管理課の長谷川豊

浸水が起きていたかもしれない﹂

が排水されていなかったら︑大規模な

しい状況だった︒放水路で両河川の水

流で氾濫危険水位を超え︑非常に恐ろ

﹁葛飾区内を流れる中川と綾瀬川の上

流域雨量の３割を
排水した放水路

いだ舞台裏に迫った︒

のの決壊を免れた︒
﹁首都水没﹂を防

の河川の水位がいつになく上昇したも

況にありながら︑東京都内では︑多く

大きな被害をもたらした︒そうした状

８日６時時点︶
︑各地が浸水するなど

11

課長は︑台風 号が襲った 月 日の

10

12

氾濫した場合︑区の西側半分がほぼ浸

ードマップを見ると︑これらの河川が

緊迫した状況を振り返る︒同区のハザ

19
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