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提案 腎臓透析外来クリニックが
請求する透析治療費を規制する。
発起法規。8

公式の表題と要約 司法長官が定める

背景
透析治療
腎不全。健全な腎臓は血液をろ過し老廃物や余
分な水分を体外に排出します。腎臓疾患とは、腎
臓が正常な機能を失った状態です。やがては腎
不全 （ 「末期腎不全」とも呼ばれる）を発症する
こともあります。そうなると生命維持に必要な腎
機能が失われ、腎移植または透析と呼ばれる継
続的治療を受ける必要性が生じます。
透析は正常な腎機能に似た状態を作り出しま
す。透析は健全な腎臓の働きに似た状態を人工
的に作り出します。透析を受けている人のほとん
どが「血液透析」、つまり、血液をいったん体内か
ら取り出し機械を通して老廃物と余分な水分を
ろ過し、浄化した血液を体内に戻すという透析治
療を受けています。血液透析治療は一般的には
週3回、1回約4時間行います。
透析患者のほとんどがクリニックで治療を受け
ます。透析治療は病院や自宅でも受けられます

が、ほとんどの患者が透析クリニック（CDC）で
受けています。California州認可の588のCDCに
おける治療人数は、2018年5月現在月々およそ
80,000人でした。各CDCが使用する透析ステー
ションの台数は平均22台で、一度に治療できる
人数は1台につき1人です。CDCの認可・視察は
California州公衆衛生局（CDPH）が行います。
CDCはさまざまな事業者が所有・運営していま
す。図1に示すとおり、営利目的の民間事業者2社
がCalifornia州内のCDCの大部分を少なくとも一
部所有しています。

透析治療費の支払い
透析治療費の支払いはいくつかの主たる支払源
から行われます。CDCがCalifornia州内での運営
から得る年間収入総額はおよそ$30億と推定さ
れます。これら収入源はいくつかの主たる支払源
つまり「支払人」から入る透析治療費です。

• Medicare。Medicareは連邦政府出資のプロ
グラムで、65歳以上のほぼ全員と特定の障

• 直接的な患者診療のコストおよび質の向上（ト
レーニングや患者教育、技術サポートなど）のコ
ストの115パーセントを請求額の上限とする。

• 請求額が上限を超えた場合には、払い戻しと
罰則の適用を義務付ける。

• クリニックが負担するコストおよび患者への請
求額、収入に関し、州への毎年の報告を義務
付ける。

• クリニックに対し、治療費の支払源を理由とし
て患者の治療を拒否することを禁止する。

立法アナリストによる州および地方政
府への予測される最終的な財務的影響
の要約：
• 州および地方政府に対する毎年の全体的な影
響は、およそ二から三千万ドルの正味好影響
から何千万ドルもの正味悪影響までの範囲と
見込まれる。

立法アナリストによる分析

提案本文は州務長官のウェブサイトをご覧ください。 
http://voterguide.sos.ca.gov.
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害者（65歳以上である必要がない）を対象
に医療保険を提供します。連邦法では一般
に、腎不全患者は年齢や障害の有無・程度
にかかわらずMedicareの適用対象であると
定められています。California州在住の透析
患者大多数の治療費はMedicareが負担し
ています。

• Medi-Cal。Medi-Calは連邦と州の共同出
資による低所得者向け医療費補助制度
Medicaidのひとつで、California州内で提
供されるものです。Medi-Calは州政府と
連邦政府が共同出資します。人によっては
MedicareとMedi-Calの両方の受給資格が
あり、その場合は、Medicareが第一支払人と
して透析治療費のほぼ全額を負担し、残り
はMedi-Calが負担します。Medi-Calのみに
加入している人の場合は、Medi-Calが透析
治療の全額を負担します。

• グループ医療保険および個人向け医療保
険。州内では多くの人が雇用主またはそ
の他の組織（組合など）を通じてグループ
医療保険に加入しています。California州
政府をはじめ、2つの州立大学システムや
California州内地方政府の多くも現職職員
や資格のある退職者、その家族にグループ
医療保険を提供しています。グループ医療保

険に加入していない場合は個
人で医療保険を購入する人も
います。グループ医療保険およ
び個人向け医療保険は民間
の保険会社が提供することが
ほとんどで、その場合、保険会
社は保険料を受け取り、それ
と引き換えに所定の一連の医
療サービスの費用を負担する
という仕組みになっています。
被保険者が腎不全を発症した
場合は普通、Medicare保険へ

の切り替えが可能ですが、30ヶ月間の「調整
期間」中はグループ医療提供者である保険
会社が透析治療費の第一支払人となると、
連邦法で規定されています。

グループ医療保険および個人向け医療保険提供
者である保険会社は一般に透析治療費として、
政府提供の保険制度より高い料金を支払ってい
ます。MedicareおよびMedi-Calが支払う料金は、
治療提供のためにCDCから出ていくコストの平
均と大きな相違がなく、大部分は規制によって
決められています。それとは反対に、グループ保
険および個人向け保険提供者である保険会社
はCDCと交渉の上、独自の料金を設定します。こ
れら保険会社が支払う料金は、その保険会社と
CDCの互いの交渉力によって決まりますが、平均
的には政府提供の保険制度の数倍です。

提案
収入総額が所定の上限を超えた場合、クリニック
に払い戻しを義務付けます。この法案によりCDC
は2019年より、所定の収入上限超過額を毎年計
算し、Medicareとその他政府系支払人を除く支払
人への、超過額払い戻し（つまり返金）を義務付け
られます。つまり支払人にとっては、負担額が多く
なるほど払い戻し額も多くなるのです。

腎臓透析外来クリニックが
請求する透析治療費を規制する。

発起法規。

提案

8

図1

California州内の認可取得済み腎臓透析クリニック
2018年5月現在

事業者名 クリニック数
クリニックが
占める割合

DaVita, Inc.（営利） 292 50%
Fresenius Medical Care（営利） 129 22
Satellite Healthcare（非営利） 46 8
U.S. Renal Care（営利） 38 6
その他 83 14

 合計 588 100%
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収入上限は所定のCDCコストに基づき設定され
ます。法案が設定する収入上限は、所定の「直接
的な患者診療のコスト」と「医療の質の向上のコ
スト」の115パーセントです。これには、スタッフの
賃金・福利厚生、スタッフのトレーニング・能力開
発、医薬品・医療用品、設備、電子医療情報シス
テムなどのコストが含まれます。以降これらのコ
ストを収入上限の決定に算入可能なコストとい
う意味で「正当なコスト」と呼びます。管理費など
のその他のコストは収入上限の決定に算入され
ません。
払い戻し額に対する利息と罰金。CDCは超過額
払い戻し以外に、その払い戻し額に対する利息
の支払いも義務付けられます。利息は治療費が
支払われた日から計算します。CDCはまた、$10
万を上限とする、払い戻し額の5パーセントの罰
金支払いも義務付けられます（罰金支払先は
CDPH）。
払い戻し額の計算はオーナー／経営者レベル
で行います。法案によると、払い戻し額の計算は
CDCの「運営組織」、つまりCDCを所有・運営する
事業者レベルで行うことになります（以下「オー
ナー／経営者」と言います）。California州内には
CDCを複数所有するオーナー／経営者もあれ
ば、1つしか所有・運営していないところもありま
す。CDCを複数所有するオーナー／経営者の場
合は、California州内に所有する全CDCの収入と
正当なコストをそれぞれ合算する必要がありま
す。全クリニックの収入総額が全クリニックの正
当なコスト総額の115パーセントを超えたオー
ナー／経営者は、その差額分を払い戻すことに
なります。
特定の状況での、合法的な収入上限引き上げプ
ロセス。California州憲法と米国憲法のどちらも
が、正当な合法的措置または正当な補償なくし
て政府が私有財産（企業価値を含む）を取り上げ
ることを禁じています。そのため、自社が置かれ
た特定の状況では超過額払い戻しの義務付けは

企業価値の取り上げに相当するとして州憲法ま
たは連邦憲法に抵触すると裁判所で実証を試み
るCDCオーナー／経営者もいるかもしれません。
法案には、これが実証された場合に憲法に抵触
しない額まで裁判所が払い戻し額を減額させる
プロセスが示されており、その中には、CDCオー
ナー／経営者が適法な最大の払い戻し額を特定
するという要件が含まれています。法案はまた、
払い戻し額の調整は1年間のみ可能であると定
めています。
その他の義務。この法案により、CDCオーナー／
経営者はCDPHへの毎年の報告書提出を義務付
けられます。報告書には、透析治療の提供件数や
正当なコスト、オーナー／経営者の収入上限、収
入上限超過額、払い戻し済み額などを記入しま
す。この法案はまた、CDCに対し、治療費の支払
人を理由とした患者への治療提供拒否を禁止し
ます。
CDPHは規制の公布を義務付けられます。この法
案により、CDPHは法案発効後180日以内の法案
条項施行を目的とした規制の策定と公布を義務
付けられます。具体的にはCDPHは規制の策定を
通じて、正当なコストに算入可能な追加のCDCコ
ストを特定することになります。追加のコストが
特定されると、CDCに支払い義務が課せられる
払い戻し額が減少します。

財務的影響
法案はCDCの収益性を低下させる
現在California州内で運営しているCDCには、ど
うやら法案に示された収入上限を超える収入が
あるようです。超過額を払い戻しすることでCDC
オーナー／経営者の収入は著しく減少します。こ
のことは、営利目的の事業者運営のCDCの場合
（大部分）、収益性低下または不利益を意味しま
す。そうすると、州内における透析治療提供のあ
り方に変化が生じる可能性があります。こうした
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変化は州および地方政府の財政に数々の影響を
もたらします。下記で説明するとおり、この法案が
CDCおよび州・地方政府の財政におよぼす影響
は定かでありません。その理由は今後、（1）法案
解釈にあたり州の規制当局および裁判所がどう
動くかと（2）法案成立を受けてCDCがどう対応す
るかによって、影響が異なるためです。それぞれ
の今後の動き・対応は予測が困難です。

不確定要素の主な原因
どのコストが正当なコストとなるのかが不明。こ
の法案の影響は正当なコストの定義付けによっ
て異なります。正当なコストとして含めるコスト
が多くなれば収入上限が引き上げられ、CDCが
自らの手元に残しておける額が増加します（つま
り払い戻し額が減少する）。逆に正当なコストと
して含めるコストが少なくなれば収入上限が引
き下げられ、クリニックが自らの手元に残してお
ける額が減少します（つまり払い戻し額が増加
する）。正当なコストの定義付けにあたり、CDPH
（州の規制当局。法案施行に関与) と裁判所が
法案条項をどう解釈するかが不明です。たとえば
法案によると、スタッフの賃金・福利厚生は、透析
患者に直接的に診療を提供する「管理職以外」の
スタッフのものについてのみ正当なコストと見な
されます。CDCはMedicareから払い戻しを受ける
条件として、連邦法によって特定の職種を維持し
ておくことを義務付けられていますが、これら職
種の中には、医長や看護師長など管理職であり
ながら直接的な患者診療に携わっている人がい
ます。その人たちのコストは、職種が管理職に分
類されることから、正当なコストと見なされない
可能性があります。その一方で、彼らが直接的な
患者診療に携わっているために、正当なコストと
見なされる可能性もあります。
法案成立を受けてCDCがどう対応するかが不明。
CDCオーナー／経営者は、可能な限り払い戻し
要件の影響を抑える方向で運営方法を変える形

腎臓透析外来クリニックが
請求する透析治療費を規制する。
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で法案に対応する可能性があります。たとえば、
次のような対応を取るのではないかと考えられ
ます。

• 正当なコストを増加させます。CDCオーナー／
経営者は、直接的な患者診療を提供する非
管理職スタッフの賃金・福利厚生などといっ
た正当なコストの増加に努めることでしょ
う。正当なコストを増加させることで収入上
限を引き上げ、支払い義務のある払い戻し
額を減少させるのです。この方法は正当な
コストを現状維持しておくよりもCDCオー
ナー／経営者にとって得策です。その理由
は、CDCオーナー／経営者が自らの手元に
残しておける額が追加のコスト以上に増加
するためです（収入上限が追加の正当なコ
ストの115パーセント増加する）。

• その他のコストを減少させます。CDCオー
ナー／経営者は可能な場合、収入上限の決
定に算入されないその他のコストの減少に
も努めることでしょう（管理費など）。この方法
では、支払い義務のある払い戻し額は変わら
ないものの、CDCの収益性は向上します。

• 収入上限の調整を求める。上記のような調
整をしても妥当な経常利益が得られない場
合、CDCオーナー／経営者は法案で示され
た額よりも高い収入上限を勝ち取るために
払い戻し条項について裁判所で異議を唱え
るかもしれません。こうした異議申し立てが
成功すると、収入上限が引き上げられ支払
い義務のある払い戻し額が減少します。

• 運営規模の縮小。支払い義務のある払い戻
し額が多額で、収入減により市場での運営
拡大・生存に必要な投資利益率を確保でき
ない場合は、場合によってCDCの新規開設を
控えたり一部のCDCを閉鎖するオーナー／
経営者もいることでしょう。そうなれば、他の
業者が介入し透析患者の需要を満たす必
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要性が生じます。こうした業者による運営は
非効率（より高額）であったり、（病院などが
所有する）CDC認可を受けずに運営し、法案
条項の適用外となる可能性があります。この
ような透析業界におけるさまざまな変化は
予測が困難です。

払い戻し条項が州政府と地方政府に及
ぼす影響
法案が成立してもCDCが何ら対応しない場合の、
支払い義務のある払い戻し額は数億ドルに達す
ると推定されます。法案の払い戻し条項が州・地
方政府の財政に及ぼすす影響は、上述の要因次
第でいくつもあると考えられます。
法案により州・地方政府が職員の健康保険料を
節約できる可能性. . . 州・地方政府が負担する
職員の健康保険料がCDCからの払い戻し額の
分、減少する可能性があります。前述のとおり法
案では、政府支払人は払い戻しの適用対象外と
されています。しかしながら、州・地方政府はほと
んどの場合、民間保険会社と契約し職員に医療
保険を提供しています。これら保険会社は民間事
業者であることから、法案の下、払い戻しの適用
対象となります。また、たとえ払い戻しの適用対
象でなくても、CDCオーナー／経営者と交渉し低
料金を設定できる立場にあります。その場合、そ
こでの節約額の一部または全額を医療保険の保
険料減額という形で政府系雇用主に還元すると
考えられます。
. . . または負担額が増える可能性。その一方で、
CDCは上述のとおり、正当なコストを増加させる
という方法で対応する可能性もあります。CDCが
正当なコストを増加させた場合、保険会社が透
析治療に支払う料金が法案が存在しない場合よ
りも高くなる可能性があります。そうすると保険
会社は、そこでの出費額の一部または全額を医
療保険の保険料増額という形で政府系雇用主に

負担させると考えられます。
州のMedi-Cal負担額への圧力。Medi-Calプログ
ラムも加入者に透析治療保険を提供するため
に、民間の保険会社と契約しています。政府職
員向け医療保険提供者である保険会社同様、
Medi-Calと契約する民間の保険会社もCDCか
ら払い戻しを受けたり（有資格と判定された場
合）、CDCオーナー／経営者と料金引き下げ交渉
をしたりする可能性があります。そうすると、その
際の節約額が州に還元されると考えられます。
ただし、保険会社がCDCに支払う料金が比較的
低いと、この節約額は限られます。一方で、CDCが
法案成立を受け正当なコストを増加させる形で
対応した場合、透析治療の平均コストも増加しま
す。そうすると、Medi-Cal料金に上方圧力がかか
り、州の負担額が押し上げられます。
州の税収入に生じる変化。法案の払い戻し条項
によって営利目的のCDCオーナー／経営者の正
味収入が減少すると、彼らが州に納める義務を
負う所得税もその分、目減りします。その目減りし
た税収入を補填するためには、州の歳入にその
他さまざまな変更を行う必要があるでしょう。そ
の範囲・規模は定かでありません。たとえば、CDC
がスタッフの賃金（正当なコスト）関連の出費を
増加させる形で法案に対応した場合、州には追
加の所得税収入が発生します。
不確定要素の多さを踏まえると、州・地方政府の
財政におよぶ全体的な影響は未知数です。法案
条項の解釈方法、CDCの対応方法が異なること
により、州・地方政府の受ける影響も異なります。
さまざまな法案の解釈方法、CDCの対応方法が
考えられ、こうした不確定要素の多さを踏まえる
と、州・地方政府の財政におよぶ正味影響の範囲
も広がります。
予測される全体的な影響はおよそニから三千万
ドル程度の正味好影響から. . . 法案の解釈方法
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により、看護師長や医長のコストも含むなど、正
当なコストの定義が最終的に広義、包括的にな
れば、CDCオーナー／経営者の払い戻し額が減
少します。この方向で解釈された場合、CDCオー
ナー／経営者はおそらくコスト体系に若干の変
更を加える形で対応するでしょう。このシナリオで
は、州・地方政府が負担する職員の医療保険料
が減額され、そこで発生した節約額がおそらく州
税収入の純減額と相殺されると考えられます。こ
のシナリオで法案が州・地方政府にもたらす影
響は年間およそニから三千万ドルの正味好影響
だと予測されます。
. . . 数千万ドルの正味悪影響まで。法案の解釈
方法により、正当なコストの定義が最終的に狭
義、限定的になれば、CDCオーナー／経営者の
払い戻し額が増大します。この方向で解釈された
場合、CDCオーナー／経営者はおそらくコスト体
系に大規模な変更を加える形、特に正当なコス
トを増加させる形で対応するでしょう。CDCオー
ナー／経営者はまた、収入上限の調整を求めた
り、州内での運営規模を縮小したりもするでしょ
う。このシナリオでは、州・地方政府が負担する職
員の医療保険料と州のMedi-Cal負担額が増額さ
れ、州の税収入も目減りすると考えられます。こ
のシナリオで法案がもたらす影響は年間数千万
ドルの正味悪影響だと予測されます。
その他考えられる財務的影響。上記シナリオは、
当社が最善の努力のもとで予測した、法案がも
たらす財務的影響の範囲です。ただし、その他の
財務的影響も考えられます。たとえば、CDCが州

内の運営規模縮小という形で法案に対応した場
合、短期的には透析治療を受けられなくなる患
者が発生するかもしれません。そうすると合併症
を起こし入院が必要となる人もいるでしょう。法
案成立の結果、透析患者の入院件数が増加する
と、その分、州の負担額、特にMedi-Calの負担額
も短期間に著しく増加します。

行政的影響
この法案によって、CDPHに新たな責任が課され
ます。新たな責任を履行するためにかかる年間コ
ストはニから三千万ドル程度と予測されます。こ
のコストを埋め合わせるために、CDPHには毎年
の認可手続き料を変更する必要が生じます（現在
は1施設あたり$3400）。これら行政手続きコスト
の一部は超過額払い戻しまたは法案の報告要件
不履行に対しCDCが支払う罰金で補填されると
考えられますが、その額は定かでありません。

主に本法案の支持者と反対者を記した委員会の
リストは、http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-

access-resources/measure-contributions/2018-ballot-
measure-contribution-totals/をご覧ください。委員会
に対する政治献金の上位10者は、http://www.fppc.
ca.gov/transparency/top-contributors/nov-18-gen.html

で確認できます。

州法案の全文をご希望の方は、州務長官に電
話 (800) 339-2865またはEメールvigfeedback@sos.

ca.govでお申し出ください。コピーを無料で 
送付します。


