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（司会）　定刻となりましたので、基調講演、シン
ポジウムを開始いたします。まず、研究大会長の
岸田先生より、ご挨拶をいただきます。よろしく
お願いいたします。

●大会長挨拶
岡山大学社会文化科学学域
岸田　研作 先生
　皆さん、こんにちは。大会長の岸田と申しま
す。まず、このコロナ禍の中、遠路はるばる岡山
にお越しいただきましたことに厚く御礼申し上げ
ます。また、諸般の事情でオンライン参加となっ
た方々にも、同様に御礼申し上げます。
　今回は 3年ぶりの対面、しかも、初めての地
方大会となりました。私が昨年大会長を拝命しま
したときは、今年のいま頃は、もうすっかりコロ
ナなど下火になり、対面開催ができることについ
ては、露ほども疑っておりませんでした。ところ
が、この 7月から急速にコロナ感染者数が急増
し、重症者数は少ないものの、過去最高の感染者

数が続きました。全く世の中、思ってもみないこ
とが起るものだと実感させられました。ちなみ
に、私が大会長を拝命したのも、全くの青天の霹
靂でして、同様に世の中は予想外のことが起るも
のだと感じております。
　話を戻しますと、正直なところ、感染者数が高
止まりする中、本当に大会を対面でしてもいいの
かということについては、内心かなり迷いまし
た。ただ、ウィズコロナと申しましょうか、今後
もわれわれ、感染症とともに生活し続けなければ
ならないという状況を続けることになるかもしれ
ません。対面の学会には、オンラインにない臨場
感や闊達なやり取りなどの面もあります。それな
らば、感染リスクに配慮しながらも対面の学会を
開催することによって、これまで失われてきた大
会本来のよさを皆様とともにつくり上げ、共有し
たいと思い、開催を決定した次第です。ここで改
めて、今回の大会にご参加いただきました全ての
方に感謝申し上げます。
　今回の大会のテーマは「子どもの健康と貧困」
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です。このテーマが、社会的にも、医療経済学的
にも重要であることは言うまでもありません。し
かし、このテーマを岡山で開催する次第について
は、ご縁を感じます。と申しますのは、岡山は、
戦前は、実は福祉先進県でありました。たとえ
ば、地域福祉で重要な役割を果たしている民生委
員制度の原型となった済世顧問制度は、1911年、
岡山県知事の笠井信一によってつくられたもので
す。また、福祉の先駆者もいろいろ輩出していま
す。なかでも、石井十次は、明治 20年、1887

年に、日本ではじめて孤児院をつくったことで、
社会福祉の分野では非常に有名です。
　子どもの貧困は現在でも問題となっています
が、昔の子どもの貧困は、まさしく絶対的貧困、
その中でも、衣食住に欠く孤児はその最たるもの
でありました。石井十次は日本ではじめて孤児院
をつくったわけですが、孤児院が、単に子どもを
収容する施設であるだけではいけないと考え、教
育にも非常に力を入れました。たとえば、職業教
育を重視し、子どもが将来、経済的に自立できる
ような教育をしましたし、そのほか、少人数の家
庭的な雰囲気での生活環境、非体罰主義といっ
た、当時では先進的な取組をおこないました。そ
のほかにも、満腹主義、旅行主義といった一風変
わった取組もおこなっていました。
　満腹主義というのは、お腹が減るから食べ物を
盗み、やがて、それが本当の盗人になるというこ
とで、子どもに腹一杯食べさせようという主義で
す。旅行主義というのは、子どもの広い視野を広
げるため、旅行というものが教育上非常に重要だ
という考えです。このような石井十次のユニーク
な、そして先駆的な取組は、当時も非常に評価さ
れており、現在でも、多くの書籍やHPで知るこ
とができます。
　ただ、案外知られていないと思うのが、石井十
次の事業の負の側面です。石井十次という人は、

非常に熱く、そして個性的な人でした。個性的と
いうより、ちょっと常人離れしたと言ったほうが
正しいようにも思います。少なくとも、標準的な
経済学の合理的経済人モデルでは、とうてい記述
できないような人でした。彼のそういう合理的計
算を度外視したような宗教的情熱、彼はキリスト
教徒でしたが、その宗教的情熱と並外れた行動力
があったからこそ、岡山孤児院が存在し得えたこ
とは間違いありません。
　そのことは同時に、しばしば深刻な困難を招き
ました。たとえば、1895年には、その当時、孤
児院はかなり財政難だったのですが、それにもか
かわらず、それまで寄附金に頼ってきた方針を打
ち切ります。この寄附金に頼らない方針は、結
局、孤児の栄養失調や、院で働く人の大きな負担
となり、おりから伝染病の流行もあり、挫折する
こととなりました。また、1906年の東北飢饉の
際、皆さんもご存じのように、戦前の東北では、
しばしば深刻な凶作が起こりましたが、そのと
き、石井十次は孤児院の収容人員の制約を一切無
視し、孤児の無制限受入を宣言します。その結
果、岡山孤児院の児童数は、それまでの 300人
から 1200人へと、一気に 4倍へとふくれ上がり
ました。その結果、多額の負債を抱えることにな
り、その後の孤児院の存続のあり方にも大きな影
響を与えました。
　ここからわかることは、ご存じの言葉かと思い
ますが、アルフレッド・マーシャルの言葉として
「熱い心とともに冷静な頭脳が重要である」とい
うことだと思います。これから始まる大会企画
は、まさにそのような精神に則り、熱い心と冷静
な頭脳によって有意義なこととなることを祈り、
私からの挨拶とさせていただきます。
　それでは、今回の大会企画「健康格差から子ど
もの貧困対策を考える」をおこないたいと思いま
す。まず、基調講演を、東京都立大学人文科学研
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究科社会福祉学部教授の阿部彩先生にいただきた
いと思います。どうぞ、よろしくお願いいたしま
す。

●基調講演
健康格差から子どもの貧困対策を考える
東京都立大学人文科学研究科社会福祉学部教授
阿部　　彩 先生
　（スライド 1）岸田先生、どうもありがとうご
ざいました。ただいまご紹介にあずかりました、
東京都立大学人文科学研究科社会福祉学教室、ま
た、子ども・若者貧困研究センターのセンター長
を務めております阿部彩と申します。私はこの学
会の学会員ではないのですが、お招きいただき、
どうもありがとうございます。
　今日、私がここに来ることの意味は何だろうと
考えました。私自身は経済学者でもありません
し、どちらかというと基礎データをつくるような
ことにずっと尽力してまいりました。その中で、
いま、私は子どもの貧困のデータベースと作って
おります。背景を申し上げると、いま、さまざま
な学術分野の方々が、子どもの貧困について取組
んでくださっているのですが、その方々は、い
ま、バラバラに活動しております。経済学は経済
学でやっている、教育学は教育学でやっている、
心理学は心理学でやっている、栄養学は栄養学で
やっている、という状況です。そのような中で、
私にできることは、異分野の研究者を結ぶことで
はないかと考えております。その役割の一環とし
て、そして、皆様の研究のシーズとなるようなこ
とを、この 40分間でご提示できればと思ってお
ります。今日、午前中におこなわれ、また、午後
にもおこなわれるような、複雑な計量経済のご報
告というわけではないのですが、「これだったら、
こうする」、「このような分析もできる」いったア
イデアを皆様の中に芽生えさせていただければ、

非常にうれしいと思っております。
　（スライド 2）まず、基礎的なデータから進め
ます。これは、ご承知のとおりの、日本の相対的
貧困率、「国民生活基礎調査」を用いた厚労省の
発表となります。
　（スライド 3）「国民生活基礎調査」を二次利用
し、年齢別、性別に貧困率を推計したものがこれ
です。現時点で、国民生活基礎調査で二次利用が
可能になっている最新のデータが 2019年度調査
ですので、所得の年度は 2018年です。見ていた
だくように、男性では、年齢的には 2つの山が
あり、15～19歳と、70歳代が山の頂点でほぼ
同じ貧困率といった状況になっており、全体的に
見ると、かなりフラットになってきています。女
性のほうは、まだ高齢期の貧困率が高く、いまだ
に解決されていない問題です。
　（スライド 4）年齢別　の貧困率を 85年から
2018年にかけてプロットしたものがこうなりま
す。2018年、最新のものを濃い赤で示していま
す。一番古い年代で二次利用が可能になるのが
85年です。これを見ると、子ども期の「山」の
高さが、85年、94年、2003年とどんどん高く
なっていることがわかります。また、高齢期の貧
困率は徐々に減少しています。いまのところ、一
番、子ども期の山が高かったのは 2012年です。
85年から比べると 2012年まで上がり、それか
ら少々下がってくるという状況になります。
　もう 1つ、ここで気付いていただきたいのは、
子ども期の年齢別の貧困率を見ると、85年には
年齢層間ではかなりフラットだったのですが、
徐々に傾きが出てきたということです。すなわ
ち、年齢の高い子どもであればあるほど、貧困率
が高くなるという現象が、近年になればなるほど
見えています。子どもの貧困というと、どうして
もシングルマザーが小さな就学前児童を抱えてい
るというイメージが先行しており、年齢の高い層
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の子どもの貧困について、政策的な意識がいって
いないように思います。
　（スライド 5）スライド 5は女性の年齢別の貧
困率です。男性と同じような傾向が見られます
が、女性の高齢期については、後ろ倒しにはなっ
ていますが、貧困率自体はそれほど下がっていな
いといった状況が続いています。
　（スライド 6）20歳未満の子どもの貧困率を世
帯タイプ別に見たものがスライド 6です。下に
ある枠の中の数値は、その世帯タイプの子どもが
子どもの総数に占めるシェアです。これを見る
と、一番大きく変わっているのは、三世代世帯で
あり、三世代世帯が減り、二世代の二人親世帯が
増えている、夫婦と未婚子のみの世帯が増えてい
るということが、この 30年間での一番大きな世
帯シェアの変化です。その夫婦と未婚子のみの世
帯の貧困率の推移を見ると、8.7から 9.6％と微
増しています。これは 2018年が、比較的景気が
よく、貧困率が全体的に低い状況ということに留
意しなければいけないので、いま、2022年です
ので、その状況はだいぶ変わっていると思います
が、少なくとも 2018年で 9.6％、85年から見る
と微増の程度です。
　一人親と未婚子のみの世帯ではどうかという
と、2018年ではおおよそ 40％でした。とても
高い貧困率ですが、以前に比べるとまだ低いとい
う状況にはあるかと思います。しかしながら、
30年間という、一世代変わるぐらいのスパンの
時の流れがあるのに、これだけしか下がらなかっ
た、ひとり親政策がなされてきた結果がこれだけ
の減少にしかならない、という、ガッカリするよ
う結果です。三世代世帯は、貧困率が微増してい
る状況です。また、三世代世帯は、昔もいまも、
夫婦と未婚子の核家族世帯に比べて貧困率が高い
状況です。
　急増しているのが、その他世帯です。なぜ、こ

んなに急増しているのか。シェア見ると 3％なの
で、それほど大きなシェアではないのですが、あ
まりにも貧困率が上昇しているので、手作業で、
96年と 2019年の、その他世帯と分類される世
帯について全て調べてみました。すると、85年
の「その他世帯」というのは、家族の中で、おじ
さん、おばさんなど、直系の親と子以外のいろい
ろな人が入っている世帯が多かったですが、
2018年のその他世帯はほとんど二人親世帯で、
母親が「配偶者あり」だけれど、実際に世帯の中
には父親がいないという世帯でした。ですから、
離婚がまだ成立していないひとり親世帯なのでは
ないかと思います。実質的にはひとり親世帯、し
かも、おそらくまだ児童扶養手当などが受けられ
ていない状況ではないかと思います。あるいは、
父親が失踪してしまっているといった何らかの理
由で父親がいない世帯がありました。
　（スライド 7）もう 1つ、子どもの貧困といっ
たとき、ひとり親世帯が典型例と思われることが
非常に多いのですが、国民生活基礎調査で相対的
貧困と判別される子どもの世帯タイプを見ると、
実は、半数以上は二人親世帯です。しかも、その
割合は増えています。これはふたり親世帯の子ど
もに占める割合が増えているからなのです。一人
親世帯は、85年時点で 10％、2018年度は 17％
と増えてはいるのですが、それでもまだ 2割程
度にしかなりません。また、その他世帯も増えて
10％ほどになっているといます。すなわち、子
どもの貧困対策を考えるとき、ふたり親世帯も視
野に含めないと、ほとんどの貧困の子どもが対策
から漏れてしまうのではないかと思います。
　（スライド 8）これは、国民生活で見た子ども
の年齢別の貧困率の推移です。黄色が 0～4歳、
オレンジ太線が 20～24歳です。見ていただくと
わかるように、85年は年齢層別の貧困率がほぼ
一緒でした。それがどんどん、年齢格差が広がっ
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ているという状況が起っています。年齢の高い層
の子どもで、なぜ、こんなに貧困率が悪くなって
いるのか、いくつかの理由があります。単純な集
計レベルで見ているところでわかっているのは、
まず、子どもの年齢が高いほどひとり親世帯の割
合が増えることです。結婚年数が長くなりますの
で、当然一ひとり親世帯の割合も増えます。もう
1つ、大きな問題としてあるのが、親の年齢で
す。特に父親の年齢です。父親の年齢、現在は、
子どもが生まれたとき、父親が 35歳というの
は、もう普通です。割合としては 40歳以上の父
親がどんどん増えてきているわけです。子どもの
年齢が高くなると、親はもう定年年齢になってき
てしまうわけです。これも 1つ、大きな理由で
す。もう 1つは、進学率が高まったことです。
15歳以上の子どもが稼ぐ側に回ることが極めて
少なくなってきたという状況です。これは喜ばし
いことでもあると同時に、世帯の中の経済状況で
言えば、稼ぐ人がいなくなり、その分、学費等が
かかるわけですから、やはり、経済的に苦しい世
帯が増えてきます。
　（スライド 10）スライド 10では、子どもが貧
困状況にあることが、子どものウェルビーイング
のさまざまな側面と関連しているということをお
伝えしています。この関連については、日本の
データでも、たくさんのエビデンスが報告されて
おり、さまざまな学術分野の研究が蓄積されてい
ます。ここに挙げているものは、その中でも、ご
く一部を例示したものです。
　（スライド 11）健康分野でも、後ほどご発表な
さる中村先生や、そのほか、近藤先生など、いろ
いろな方々がたくさん研究をなされており、おそ
らくこれ以外にもたくさんのエビデンスがあるの
ではないかと思います。
　（スライド 12）ただ、では、子どもの貧困と健
康アウトカムに関連があるということがわかって

も、それがなぜか、そのメカニズムが何かという
ところは、まだあまり解明されていないところが
あると思います。それは 1つの経路ではないと
思うのです。たとえば、住居は、1つ、大きな要
素だと思います。部屋が狭かったり、近隣の環境
状況が悪いなど、これは疫学のほうではかなりお
こなわれているようになっていると思いますが、
化学物質に対する暴露といった要因もあります
し、家庭内のストレスや、養育環境といった家庭
内環境、また、親の鬱や病気、ヤングケアラーと
いった要因もあります。医療サービスの受診につ
いても、親の働き方や金銭的な理由での受診抑制
であったり、時間的な欠如（親のケアの欠如な
ど）であったり、後ほど浦川先生からお話がある
と思いますが、時間的な制約による受診抑制もあ
る、また、学校の中のいじめや学力低下、生活習
慣、栄養不良等々、本当に、ここに挙げようと思
えばその経路はいくらでもあるわけです。それが
相互的にも影響し合い、子どもの健康が悪化して
いるという状況にあるということです。それを解
明しようと、いろいろな分野でトライしたものが
ありますのでいくつかお見せしたいと思います。
　（スライド 13）これは、私がおこなった、東京
都の子どもの生活実態調査を用いたものです。こ
ちらに示しているのが親の所得階級別、下が剥奪
指標を用いた子どもの貧困状態別で、子どもを困
窮層、周辺層、一般層に分けています。困窮層は
全体の 5％ほど、周辺層が全体の 15％ほど、残
り 8割が一般層です。その分類で、DSRS－Cと
いうバールソン子ども用抑うつ指標を用いて平均
値を出したものです。すると、単純な収入所得階
級で見ても差が見られますし、剥奪指標を使った
より正確な貧困の把握においても、非常にきれい
に差が検証されます。ただ、これは貧困と子ども
の抑うつの関係を示しているだけです。この関連
が何によって影響されているのかを、こちらの図
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で見ていただくと、これは SEM分析を用いてい
ますが、貧困状態から影響されるものとして、一
番上が親の抑うつ傾向、そして、それに関連する
のが育児困難。また、貧困状況から繋がるもう一
つの現象が、低学力、最後に繋がる現象が、子ど
もの友人関係です。これらが皆、子どもの抑うつ
傾向に影響しています。このデータの中で、判別
できる経路だけでもこれだけありましたが、それ
以外にも、貧困状況から直接、子どもの抑うつへ
の関連が残っていますので、判別できていない経
路もまだあるわけです。
　（スライド 14）スライド 14は、栄養格差で
す。栄養学の先生方と一緒に出していただいた調
査なのですが、小学校 5年生の 4日間の食事調
査に基づいてデータを推計しています。ここで
は、栄養価の摂取量と低所得との関連を見ていま
す。低所得層と関連があったのは、動物性タンパ
ク質、ビタミン E、ナイアシン、ビタミン B12、
ミネラル類などでした。
　（スライド 15）それでは、どのような要因がこ
の栄養摂取量と貧困との関連の背後にあるので
しょうか。それを明らかにする一つの分析を紹介
します。これは、東京都の高校生に対するアン
ケート調査のデータを用いて、学生たちと一緒に
行った分析です。調査では、栄養学の先生のよう
にきちんと栄養摂取量を測ることはできませんで
したが、「あなたは次の食品を 1週間に何日間食
べますか」といった聞き方で聞いています。この
ような調査項目は、アメリカやWHO、FAO等
で使われており、それらを参考としております。
スライドには、この指標、FIスコア、が子ども
の健康に関連していることを示すために、表を付
けており、FIスコアと主観的健康度と肥満との
関連を示しています肥満と、主観的健康度、両方
とも FIスコアと関連あるこがわかりました。ち
なみに同じ分析を、欠食数でやってみると肥満に

ついては関連が見られませんでした。
　（スライド 16）スライド 16は、高校生の FI

スコアに関する SEM分析の結果です。子どもの
栄養摂取は、子どもが小さい時には、もちろん親
の関わりが強いわけですが、高校生は、自分で食
事をつくったり、自分でアルバイトをして稼いだ
りすることができるわけです。
　それでは、高校生の栄養摂取と貧困との関連は
どこから何に影響されるのかを見ました。一番、
貧困と関係があるだろうと思われる、食料品を買
うことができないということ、それももちろん関
係があります。男子を見ていただくと、生活困難
から食料確保の金銭的困難へのパスが検出され、
そこから、欠食へのパス出ています。ちなみにこ
れは有意でないパスは消しています。しかし、意
外だったのは、子どものアルバイトです。アルバ
イトが、欠食や、コンビニ・ファストフードの夕
食と関連しており、それが子どもの FIスコアに
関連していることがわかります。貧困の高校生
は、そうでない高校生に比べ、アルバイトをする
確率が高いです。労働時間も長くなります。です
ので、貧困が子どもの栄養に影響するパスという
ものは、金銭的なものだけでなく、アルバイト就
労といったパスを通ることもあるということがわ
かります。また、母親の就労時間が 40時間以上
である場合も、母親が鬱であるということも関連
することがわかりました。おもしろかったのは、
母親の鬱は、男の子には関係するのですが、女の
子には関係しなかったのです。女の子は、おそら
く、母親が鬱であっても、自分で何とかするとい
うことがあるのだともいます。ここで言いたいの
は、つまり、貧困が子どもの健康に関連するパス
は、本当にたくさんあるということなのです。
　（スライド 17）もう 1つお見せしたいと思い
ます。上は、千葉大の大石亜希子先生がおこなわ
れた、生活時間調査を使った分析で、どの時間帯
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に母親が働いているかを示しています。2006年
と 2001年、5年間を比べているのですが、見て
いただいてわかるように、母親の就労率が上がっ
ていると同時に、母親が非典型時間、夜 5時以
降、朝 9時前といった時間に働いている割合も
上がっていること、特にひとり親などではそう
いった時間帯で働く母親が増えていることがわか
ります。
　下の図は、別の論文で、可知悠子先生がおこ
なった分析で、母親の非典型時間と、子どもの肥
満の関連を見たものです。その結果、所得階層の
差もあるのですが、それ以外にも、高所得層に
限って見ると、母親が非典型時間帯に働いている
場合、子どもが肥満になる確率が上がるというこ
とがわかってきました。すなわち、母親の就労時
間が子どもの肥満に影響しているのです。
　（スライド 18）このように、貧困と子どものア
ウトカムの関連には、たくさんのパスがあり、こ
の解明をするのが大変で、どこに、どのように解
明していけばいいのか非常に難しいところなので
すが、それをするために、私たちはいま、子ども
の生活実態調査のデータベースを構築していま
す。すみません、ここから先は宣伝になります。
　子どもの貧困対策法が 2013年に策定され、
2014年の大綱では、自治体に、子どもの貧困の
調査を実施する努力義務が課せられました。その
後、2016年から現在にかけて、私たちが数えた
のは令和 3年 1月までなのですが、30都道府県、
308市町村が、子どもの生活実態調査を実施し
ています。早い年度に実施された自治体では、こ
れは 5年毎に計画の見直しをしなくてはいけな
いので、もう 2回目の調査がおこなわれていま
す。特徴的なのは、これらの膨大な数の調査が、
みんな横並びで行われており、調査票も、ほかの
自治体のものをそのままコピーして使っていると
ころがすごく多く、非常に似た調査票で、同じよ

うな調査対象で、かなり短期間に多数の自治体が
調査実施をしていることです。
　せっかくこれほどたくさんの調査が行われてい
るのに、自治体では、単純集計表を載せた報告書
がつくられるだけで、データは、そのままお蔵入
りになってしまうのです。国が実施した調査の
データは皆さんもご使用になっていると思います
が、統計法に縛られていますので、二次利用申請
ができるのです。しかし、私たちがこのプロジェ
クトを始めた時、自治体のデータはそれができま
せんでした。私がこの 5年間、何をやってきた
かと言うと、ひたすら自治体を説得してきたとい
うことです。自治体の方々に、「この調査を二次
利用させてください」と言うと、「そうですか、
どうぞお使いください」と報告書をボンと渡され
ますが、そこから、「こういうデータではないの
です、ローデータが欲しいのです」と説明します
が、「ローデータとは何ですか」、「そんなものあ
りません」、といったやり取りがよくあり、デー
タが納品さえもされていない状況もありました。
また、二次利用のための条例があるか、条例が
あったとしても、前例がないというところを、1

つ 1つ説得して、「何とか使わせてください」と
お願いし、モデル事業をおこないました。
　また、子どもの貧困調査研究コンソーシアムを
設立しました。いまのところ六大学が参加してい
ます。なぜ、設立したかというと、そうでない
と、たとえば東京都と大阪と長野県のデータを使
いたいと思えば、使いたい研究者は、みんな、そ
れぞれ、3つの自治体に別々に利用申請をしなく
てはいけないわけです。これは、自治体側も研究
者側にも大変です。なので、学術フロントとし
て、コンソーシアムとして借りられないかという
ことで、コンソーシアムをつくり、コンソーシア
ムが手続きをしたら、そこから研究者が借りられ
るというスキームを作りました。
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　（スライド 19）いま、二次利用が可能とし、統
合できたデータベースが、都道府県レベルで見る
と、これだけとなります。大阪府は、いま、予定
となりますが、このほかにも市町村では約 20あ
ります。
　（スライド 20）このデータベースで解明しよう
としている研究の 1つは、先ほど、岸田先生か
ら、ソーシャルキャピタルのお話もありました
が、子どもの健康と貧困の関連の強さには地域差
というものがあるのではないかということです。
その地域差の背景にあるものは何かということで
す。たとえばこれは、子どもの生活実態調査に
て、中学生に「あなたは自分の健康状態について
どう思いますか」と聞いた主観的健康度を地域別
にプロットすると、これだけの差がありました。
これだけで見たら、もちろん、私たちとしてはた
とえば、健康の地域差は SESの地域差が関連し
ているのではないかと思うわけです。そこで、年
収を低所得層に限って見てみると、これも、所得
の定義は微妙に違うのでなかなか揃えるのが難し
いのですが、それを見ると、都道府県レベルで見
るとこのような差が見られました。もちろん、統
計的に有意な差になります。
　（スライド 21）市町村別に見ても有意差が確認
できました。非常にサンプル数が少ない市町村も
あるので、ある程度のサンプル数が採れるものと
限って、集計すると、同じ東京都の中、広島県の
中といったところでも、かなり市町村別の差があ
るということがわかりました。むしろ、全体の差
よりも、困窮層、低所得層の差のほうが、格差が
大きいということも見られます。この格差の要因
はどこにあるのか、これはまだわからないので
す。こういったところを分析していきたいと思っ
ています。
　（スライド 22）その 1つの要因としてあるの
が、医療費の軽減制度、これはこれからのパネル

ディスカッションでもいろいろ議論になると思い
ます。それを最初に分析したのがありますのでお
見せします。
　たとえば、子どもの医療費の自己負担分の援助
制度は、いま、どんどん拡充されつつあり、
2010～2019年だけを見ても、対象年齢がこれ
だけ広がっています。どんどん対象年齢の制限が
上がっているわけです。なので、より多くの子ど
もがその対象となってくるわけです。援助の方法
にしても、窓口負担が 0円のところと、償還払
い、これはいま、ほとんどなくなっていますが、
そういうところと、窓口負担がワンコイン制度で
あるようなところ、200円、500円かかるとい
うところがあると思います。所得制限もあった
り、なかったり、その限度額もまちまちです。
　（スライド 23）私がおこなったのは長野県、広
島県、東京都のデータを統合した中学生データを
用いた分析です。なぜ、この 3都県を使ったか
というと、自治体ごとに受診援助制度が違うから
なのです。調査が行われた時期、長野県は償還払
いでしたし、広島県では 3割負担の自治体、定
額のところ、0割負担のところと一番多くのバリ
エーションがありました。これまでも、子どもの
医療費の援助制度については、たくさんの先行研
究があり、みなさまの学会にても、高久先生など
が多くの論文を出されています。しかし、先行研
究では、親の所得等もわかるような子どもの個人
レベルのデータは、おそらくあまりなく、多くの
ものが、皆さんが使われているようなレセプト
データや、国民生活基礎調査のような受診行動の
記録データを用いたものでした。受診抑制を分析
する上で、受診行動自体のデータを用いることの
1つの問題は、もともとの医療ニーズというもの
が、所得階層によって違う可能性があるというこ
とです。そもそも、貧困層のほうが病気になりや
すかったり、ケガをしやすかったり、ということ
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があるのであれば、受診率が同じであっても、貧
困層のほうが受診抑制をしているわけです。なの
で、この分析では、親に、「あなたは、金銭的理
由や時間的理由でお子さんを医療受診しなかった
ことがありますか」と、聞いた回答を用いていま
す。ここでは二人親世帯に限って分析していま
す。また、確実にその世帯が、その時期のその自
治体の医療費助成程度の軽減対象になっているか
を判別するために、所得制限なしの自治体で全員
が対象であるところと、全く援助していない自治
体に限って分析してみました。
　（スライド 24）こちらのグラフは小学校 5年
生、向こうは中学校 2年生で、自己負担が無料
の自治体と、低額の自治体、3割負担の自治体、
あとは償還払いの自治体、償還払いの自治体は
200～500円ほどは自己負担なのですが、残りは
償還払いで、窓口は 3割払うが、後ほど手続き
後に変換されるという自治体です。クロス表で見
ると、「受診抑制したことがある」と答えた割合
は、特に中学生においては、援助の制度によって
大きな差があります。
　（スライド 25）このスライドではロジスティッ
ク分析をした結果です。これを見ると、自己負担
が、ベースが無料であった場合は、モデルの 1A

～4Aまでは全世帯をサンプルとしています。こ
れを見ると、ベースの無料である自治体に比べ、
制度によって受診抑制の発生確率に違いがあるこ
とがわかります。特に自己負担が 3割、つまり、
援助制度がないところと、償還払いのところは、
その差が大きいです。困窮層のみに限ると、さら
に受診抑制の大きなオッズ比となっています。
　（スライド 26）こちらは小学生の結果です。小
学生は中学生ほどではないのですが、それでも、
困窮層ではオッズ比が有意であることがわかりま
す。
　（スライド 27）ここから先、最終的には、今日

のパネルディスカッションの政策のところに繋げ
ていくところかと思いますので、そのお話をした
いと思います。
　（スライド 28）ここが全く医療だけの関係者で
あれば、健康のことだけをお話しすると思うので
すが、やはり、医療経済学ということで、所得の
ほうにも、より関心を持っていただけることが大
事かと思います。
　まず、私が第一に言いたいのは、親の稼得能力
の回復をしなくてはいけないということと、それ
から、再分配効果ということです。再分配はたく
さんの方がお話ししていると思いますが、特に強
調したいのが、再分配前の所得、親の稼得能力の
ところ、いわば、賃金の話です。
　（スライド 29）この 2年ぐらい、アジアの
6ヵ国チームでずっと共同プロジェクトをやって
います。その結果をお見せしたいと思います。こ
の図は、購買力平価で調整した国口の子どものあ
る世帯の平均所得です。青は、子どものある世帯
の全体の平均値、オレンジは、第一五分位の平均
値です。これを見ると、ノルウェーといった北欧
諸国が所得が高いということは、皆さん、よくご
存じかと思いますが、韓国や台湾とも比べてみて
ください。日本の平均の子どものある世帯の所得
は、韓国や台湾に比べてももう抜かれているので
す。アメリカやオーストラリア、カナダといった
ようなアングロサクソン諸国も、日本よりもはる
かに高い。もっとひどいのがオレンジのグラフで
す。第一五分位で見ると、イタリアを除くすべて
の国よりも、日本の一番下の 20％の子どもの等
価平均所得は低いわけです。日本の貧困の子ども
は、日本の中での格差が大きいということだけで
はなく、ほかの国々の子どもと比べても、少なく
とも先進諸国やアジア諸国の国々と比べても低い
という状況にあります。
　（スライド 30）なぜ、そのようなことが起って
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いるのでしょうか。このスライドは、「国民生活
基礎調査」から推計した再分配前と再分配後の貧
困率を見ると、再分配前の所得、すなわち、所得
税、社会保険料が差し控える前、社会保障給付が
給付される前の所得で計算した貧困率が上がって
いるとことが、再分配後の貧困率の上昇の一番大
きな要因になります。再分配前の貧困率は 8.6か
ら 17.2％まで上昇してしまっている。つまり、
親の再分配前の所得だけで貧困線を上回ることが
できない世帯が増えているということです。今日
は、子ども全体でお見せしていますが、二人親世
帯に限っても同じです。ましてや、二人親世帯
で、親が正規職員の場合でも同じでした。もちろ
ん、全体的にはレベルが低いですが、しかし、再
分配前の貧困率は上昇しているということなので
す。ですから、まず、賃金が悪化したことが、日
本の子どもの貧困率の一番大きいと、私は思いま
す。
　（スライド 31）もう 1つが再分配の弱さです。
このスライドは、6カ国のチームでモデルファミ
リー分析という手法で行っている研究の成果で
す。モデルファミリー分析では、ある想定のファ
ミリー、この場合は、男性の平均賃金の 50％で
父親が働いている夫婦で、学齢期の 7歳と 14歳
の子ども 2人がいる世帯という設定で、その世
帯が制度上、支払う税や社会保険料、また、受け
取ることができる社会保障給付が全部適用された
ら、どれぐらいになるかということを制度設計か
ら推計します。このような推計を様々なケースで
行い、データベースを作る手法です。この図はそ
の中で 1ケースだけを持ってきたものです。金
額は PPPで調整してあります。日本、韓国、香
港、台湾で見ますと、ブルーの勤労所得は PPP

で調整するとほぼ同じです。グラフの「最大」は
すべての制度が適用された場合、日本の場合は、
これは生活保護が適用された場合です。平均賃金

の 50％で 4人家族だと、生活保護の基準以下に
なりますので、生活保護が適用されるはずです。
もし、この世帯に生活保護が給付されれば、所得
水準はかなりのところに行きます。住宅扶助が大
きいです。そのほか、医療扶助、育児、教育扶
助、生計扶助があります。しかし、ご存じのとお
り、現実の日本で、こういった世帯で生活保護が
適用されることはむしろ例外です。グラフの「最
小」のケースは、より現実的なケース設定を想定
しています。日本の場合、そうすると、「最小」
ケースでは生活保護は適用されず、就学援助費、
児童手当のみとなります。そこに税や社会保険料
が引かれることとなります。この日本の状況をほ
かの国と比べてみてください。特に手厚いのが台
湾です。台湾の制度は、皆、過去 10年ほどで拡
充されてきた制度です。台湾も、韓国もそうです
し、香港もいま、拡充が始まっているところで
す。日本とは、圧倒的な支援の差があります。な
ので再分配も足りない。
　（スライド 32）最後に、貧困と健康のアウトカ
ムの関連を弱める政策をしなくてはいけない。制
度も一つかと思いますが、何をしなくてはいけな
いかというところは、私の方が、皆さんにこれか
ら研究していただきたいと思っているところで
す。
　（スライド 33）最後に宣伝だけさせていただき
ます。この 6月に貧困学の確立というプロジェ
クトを採択していただきました。
　（スライド 34）いろいろな研究の学術領域の
方々が、それぞれ孤立して貧困について研究して
いる現状を変えて、何とか繋げたいと思っていま
す。
　（スライド 35）そのために、いま、公募研究を
募集しています。上限 100万円 2年で小さな規
模なのですが、一人の人文系の研究には十分な金
額ではないかと思います。この 4つの研究領域
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が公募内容です。子どもの貧困とアウトカムを結
ぶものについて、またそのメカニズムについての
解明、またはそれを改善するための社会システム
の構築といったことを目指す研究を公募していま
す。締切りは 10月 5日ですので、ぜひ、ご自
分、またはお知り合いの若手の研究者の方々があ
ればと応募をご検討いただければと思います。こ
の中では、先ほどご紹介した子どもの貧困のデー
タベースを使うことを奨励していますので、採択

された場合には、そのデータベースが使えるよう
になるといったこともありますので、ぜひともと
検討いただければと思います。最後はお願いで終
わりました。どうもありがとうございました。
（岸田）　阿部先生、貴重なご講演、ありがとうご
ざいました。阿部先生からは、国民生活基礎調査
を用いた子どもの貧困についての実態、これから
お話しいただくパネリストの方々の研究にも関連
する多様な研究の紹介をいただきました。

スライド3 スライド4
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2(19)=206.73, p=<.001 TLI=.90, 
CFI=.942 RMSEA=.035, CI90%=[.031-
.039] Note: ** p < .01
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(n)

2016 2 5 2
2 8,480

2016 5 2 50,098

2016 5 2 2 8,367

2016 1 5 2 14,513

2016 1 5 2
2 14,539

2017 1 5 2
2 3,538

2017 5 2 17,438

2018 5 2 3,700
2018 
2021

1 5 2 6,745
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＜講演1＞
貧困と子どもの健康
研究の困難と今後の課題
上智大学経済学部　中村さやか 先生
　（スライド 1）上智大学の中村です。今日はパ
ネリストとして参加させていただき、ありがとう
ございます。よろしくお願いいたします。
　今日は、貧困と子どもの健康という研究を進め
る上で、どういう困難があり、今後、どういうふ
うにしていったらいいかについてお話しさせてい
ただきたいと思います。
　（スライド 2）かなり古い研究で恐縮なのです
が、子どもの健康状態を親の所得に回帰するとい
う研究をしまして、その研究をしながら、非常に
データの問題や研究する上での困難を感じたの
で、そのことについてお話しします。自分の中
で、この研究については非常にモヤモヤが残って
おり、それについて率直にお話ししていきます。
　（スライド 3）親の所得が、まず、子どもの健
康と相関する理由はいくつかあります。一番多く
指摘されるのは、親の所得から子どもの健康への
因果的関係です。所得がないことで医療アクセス
や生活環境が悪くなったり、親の精神状態が悪く
なったりするなどして、先ほど阿部先生がお話し

くださったように、親の低所得が子どもの健康に
悪い影響を与える、と。
　ほかにも別の理由が考えられます。子どもの健
康から親の所得への因果関係もあり得ます。たと
えば、子どもが病気だと親の就労が阻害され、所
得が低くなる。これは、成人の健康が自分の就労
所得に与える影響よりは小さいはずですが、でも
ある。
　また、親の所得と子どもの健康、両方に影響す
る第三の要因もあります。たとえば、健康が遺伝
し、親が健康だと所得も高くなり、子どもも健康
である。親が賢い、認知能力が高いと親の所得が
高くなり、子どもも健康になる。
　そうすると、子どもの健康をいくら親の所得に
回帰しても、何がどうなって、どういう関係があ
るのかということはよくわからないわけですが、
ただ出発点として、相関しているかどうかを知る
ことは大事なことではないか、というわけです。
　（スライド 4）非常に有名な先行研究がありま
す。アン・ケース達によるアメリカのデータを用
いた 2002年の研究です。これは、子どもの主観
的健康状態を両親の所得の対数値に順序ロジット
で回帰し、所得が低いほど健康状態が悪いという
非常に強く有意な結果を得ています。それからさ
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らに、サンプルを子どもの年齢で分割して分析す
ると、子どもの年齢が高いほど相関が大きくなる
という結果が得られました。では、これはアメリ
カ特有なのかということで、さまざまな国のデー
タでデュプリケーション・スタディがおこなわれ
ています。カナダ、オーストラリアでは、やはり
同様の結果が得られています。イギリスだと、所
得と健康の強い相関はあるのですが、相関が年齢
とともに拡大するかどうかは結論が分かれていま
す。ドイツやインドネシアでも相関はあります
が、年齢とともに拡大はしないということが言わ
れています。
　（スライド 5）このデュプリケーションを日本
の国民生活基礎調査でおこなおうということで
やってみました。1998年、2001年、2004年、
2007年のデータを使っています。これは健康指
標のある 3年に一度の大規模調査を利用してい
るためです。皆様よくご存じだと思いますが、非
常に全国代表的な家計調査で回答率も高く、世帯
員が自分の状況を答えていて、12歳未満につい
ては保護者が手助けをしています。クロスセク
ションで、パネルではないわけです。サンプルは
0～15歳の子どもで、祖父母など両親以外の大
人が同居している子どもは外しています。両親の
所得の影響を見たいからです。観測数は 15,000

を超えています。
　（スライド 6）どういう健康指標がこのデータ
にはあるかということですが、まず、主観的健康
状態についての変数があります。「よい」「まあよ
い」「ふつう」「あまりよくない」「よくない」の
中から選びます。それから、「過去一ヶ月にどれ
ぐらい床につきましたか」ということについても
カテゴリーで選ぶという変数があります。
　主観的健康状態ですが、これはいろいろな問題
のある変数です。特に言われているのが「よい」
「まあよい」「ふつう」の違いは何でしょうかと。

これはけっこう解釈に個人差が大きそうなので、
「あまりよくない」と「よくない」はネガティブ
だということで、「あまりよくない」または「よ
くない」と答えたら 1の値をとるようなダミー
変数を使ったほうがいいのではないかと言われて
います。なので、それもやってみました。それか
ら、「健康上の問題によって、日常生活に影響が
ありますか」という質問、さまざまな自覚症状が
「あるかどうか」、さまざまな疾病について「通院
しているか」という変数もあります。
　（スライド 7）回帰分析は先行研究を踏襲し、
被説明変数は先ほど申し上げた子どもの健康指標
ですが、カテゴリー変数を使う場合は順序ロジッ
ト、二項変数、すなわち 0／1の変数を使う場合
は二項ロジットを使っています。説明変数は先行
研究と同様に、両親所得の対数値、両親の特性、
子どもの特性、家族構成などを使っています。
　（スライド 8）分析結果は、自分としてはかな
り当惑するものだったのです。まず、両親所得が
高いほど健康状態がよいという結果は得ることが
できました。主観的健康状態を順序ロジットで分
析すると、やはり、所得が低いと健康状態が悪い
という結果が有意に出てきました。ただ、年齢と
ともにその差が拡大するという結果は全く出てき
ませんでした。それから所得が低いと就床日数が
長いという結果も得ましたが、これはサンプル数
が多いのに弱く有意でした。また、ぜんそく、難
聴、歯の病気は、子どもの貧困と関係しているこ
とがすごく言われていますが、そのとおりで、こ
れらの自覚症状ありダミーと両親の所得は非常に
相関がありました。
　そうなのですが、主観的健康状態が「よくな
い」「あまりよくない」ということを示すダミー
変数を回帰すると、所得との有意な関係は出てき
ませんでした。それから、健康上の問題による日
常生活への影響があるというダミーについても所
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得の係数が有意に出てきませんでした。両親所得
が高いほど増加するものもあります。何らかの病
気で通院しているということは、所得が高いほど
増えています。それから皮膚の病気やケガの自覚
症状があるということも、両親所得が高いと増加
するという結果が得られました。
　（スライド 9）なので、これらの健康指標を、
本当に健康を表わすものとして解釈するのであれ
ば、以下のようになります。両親所得と子どもの
健康の間の有意な正の相関は、一部では見られる
のだけれど、健康指標を変えるとまた違う結果に
なってしまう。これは、ほかの先進国の結果や日
本の大人についての結果と比較して弱いのではな
いか。また、親の所得と子どもの健康の相関が年
齢とともに拡大する傾向はみられなかった。た
だ、ぜんそく、難聴、歯の病気はやはり低所得だ
と増えそうだ、ということになります。
　（スライド 10）ここで非常に思ったのは、デー
タの課題があるということです。所得や教育水準
によって申告バイアスが変わってくる可能性があ
ります。たとえば、貧困だと知識不足で、健康の
問題があっても過小申告しているのかもしれない
し、逆に、知識がないから不安が強く、どんどん
自分の健康に対して不安を持って健康状態が悪い
と言っている可能性もあるわけです。それから、
入院や外来受診を健康指標として用いることには
非常に限界があり、先ほど阿部先生がおっしゃっ
たように、低所得によって医療サービスを利用で
きないこともあるかもしれない。逆に、低所得世
帯だと補助があるから自己負担が少なくて利用し
やすいということも可能性としては考えられま
す。また、医師が子供を入院させるか判断する際
に、親が十分介護できないと思うと入院させるこ
とがあるから、何か困難のある家庭の子どもは入
院させられやすいのかもしれない。21世紀出生
児縦断調査では健康に関する変数が通院や入院の

みなのです。この研究とはまた別のデータです
が、それはやはり問題だと思います。それから、
所得の自己申告の信頼性の問題もありますし、貧
困者がサンプルから抜け落ちているのではないか
という心配もあります。
　（スライド 11）やはり行政データを使って、
せっかく日本は学校検診をやっているのだから、
客観的な健康状態のデータを使いたいです。あ
と、正確な所得情報というものもすごく大事だと
思います。それから、もし自己申告させるのであ
れば、つまり主観的健康状態の変数を使うのであ
れば、ビネットで「こうこうこういう人がいま
す、この人の健康状態をどうやって評価します
か」という質問に答えさせ、その人がどういうふ
うに評価する人か、低めに評価するのか、高めに
評価するのかということを知る、それで修正する
やり方もあるのです。あとは、主観的評価という
のはクロスセクションではなくパネルデータで変
化を見ることに適しているので、もっと縦断調査
で主観的健康状態を聞いてほしいと思いました。
　（スライド 12）今後の研究課題として、日本で
は因果関係をはっきりさせるような研究が少ない
と思うのですが、これはデータの問題が大きいで
す。海外だと結構、所得が健康に与える因果的影
響の研究もあると思うのですが、日本だと、どう
しても行政データがないと難しいのではないかと
思います。そうすると、何かの制度変更が子ども
にどういう影響を与えたかということをやり、そ
の中でサブサンプル分析にて低所得の子どもにど
ういう影響があったかを分析するのがいいのでは
ないかと思っています。
　私と丸山士行さんの共同研究なのですが、中学
校給食が子どもの体型に与える影響について栄養
調査を使って分析しました。サンプル全体では有
意な影響は見られなかったのですが、親の社会経
済的地位が低い子ども、つまり、家計の支出が低
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かったり職業的にあまり社会経済的地位が高くな
さそうな父親の子どもだったりにサンプルを限定
すると、給食があると肥満が抑制されるという効
果が見られました。たとえばそういう研究のほう
が、やりやすいのではないかと思っています。 

ご清聴、ありがとうございました。
（岸田）　中村先生、ありがとうございました。中

村先生からは、健康と所得に相関があっても、そ
れを因果関係と解釈できるのか、また、主観的健
康状態の指標を扱う難しさについて、ご自身の代
表的な公的統計である国民生活基礎調査を用いた
研究から、データの問題についてお話しいただく
とともに、今後の研究のあり方についてお話しい
ただきました。
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＜講演2＞
子ども医療の無償化について
東京大学公共政策大学院　重岡　　仁 先生
　（スライド 1）ご紹介いただきました、東京大
学の重岡です。今日はよろしくお願いします。僕
が今日する話は、いままで、阿部先生や中村さん
がしてくださった話に続く話ですが、特に子ども
医療の無償化についてお話しさせていただきます。
　（スライド 2）本日の発表内容は、以下にある
東大の飯塚先生との共同研究をもとにしていま
す。もし、原文にご興味があれば、この 2本の
論文と、日本語で簡単にその内容をかいつまんで
書いた記事を 2つ書いています。今日する話は、
最初の論文と東洋経済に日本語でまとめた内容に
なっているので、もう少し詳細について興味のあ
る方は、この辺を見ていただければと思います。
基本的に僕の名前で検索していただければ、すぐ
に出てきますので、お願いします。
　（スライド 3）今日の本研究の問いは 2つあり
ます。1つは、子どもの無償化というのは、本当
に良い政策なのかということを経済学的な視点か
ら見ています。2つ目は、特に無償化というのは
基本的にタダという話なので、タダというのは特
別な値段なのかと。経済学者的には非常に興味の

ある話題で、医療に関してもインプリケーション
のある話です。なぜかというと、タダというのは
0ですが、伝統的な経済学では、単純に 10円、
5円、3円、1円と減っていく中の延長線上であ
るタダの値段だと考えられていたのですが、最近
の行動経済学では、105円から 100円に 5円下
がることと、5円から 0円に下がる、これも同じ
ように 5円下がるわけですが、後者のほうが圧
倒的に需要に与える影響が大きいのではないか
と。特に後者のほうが大きいのではないかと。な
ぜかというと、0円を含んでいるので、タダに
なったとき、タダなのに何も使わないというの
は、損をしている、もったいないと思う気持ちが
あり、タダというのは特別な値段なのではないか
ということが、フィールド実験ではなく、ラボ実
験、いわゆる、被験者を使ったところでそういう
議論がされているということで。実際にそれが
フィールドの、世の中にあるデータでそういうこ
とを検証した論文がほぼないので、そういう意味
で、この論文ではそういうことをしています。リ
サーチクエスチョンとしては、ゼロ価格というの
は、ほかの価格と本質的に何か違うのか、これを
ゼロ価格効果、英語で言えば、zero price effect

というものが本当にあるのかということを議論し
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ています。
　なぜ、これが重要かというと、もし本当に医療
サービスにゼロ価格効果が存在しているのであれ
ば、政府は、無料と、無料以外というものを戦略
的に使い分けることで、社会厚生、ソーシャル
ウェルフェアを向上させることができるのではな
いかと。アイデアは非常にシンプルで、必要性の
高い医療サービス、たとえば、今回のコロナワク
チンのようなものはタダだと非常に需要が上がる
ことを利用して、タダにすることで需要を喚起
し、逆に必要性が低いと思われるような医療サー
ビスに関しては、少なくともタダにするのではな
く、わずかでもいいのでお金を払ってもらうこと
で、無駄な医療費を大きく減らすことができるの
ではないかという背景があります。
　（スライド 4）子ども医療助成についてです。
ご存じのように、日本は医療費の自己負担が原則
3割ですが、子どもに対しては、多くの自治体が
助成をおこなっています。その理由の 1つとし
ては、選挙の際、非常にアピール材料になるとい
うこともあり、市町村間の助成競争が際限なくお
こなわれてきました。その辺はメディアも少しは
取り上げていて、たとえば、日経新聞 2017年だ
と「子ども医療費　自治体が歯止めなき補助競
争」と、その直後も、負担減の競争がエスカレー
ト、20歳を過ぎても無償、いまでは 22歳とかい
うところまで無償にしている自治体もあります。
　（スライド 5）こういった助成競争の結果、市
町村ごとに大きく 2つ異なっており、1つは、阿
部先生の話でもありましたが、いくら払うかとい
う自己負担額と、助成対象となる年齢が大きく異
なります。自己負担額は多くの市町村では無償化
なのですが、タダなのですが、それ以外に、3割
とは言わないけれど 10％、15％、20％払ってね、
ということで、かかった費用の定率を払うという
ケース、あとは、定額負担ということで、1回当

り 200円、300円、500円と、先ほどもワンコ
インという話がありましたが、少しだけでも払っ
てね、という自治体があります。
　（スライド 6）2つ目の、助成対象となる年齢
に関しては、われわれのデータでの話ですが、人
口の多い 6県に関して、横軸に年月、2005年 4

月～ 2015年 3月までの 10年間の、294市町村
の中の割合を示したものがあります。これを見て
いただくとわかるとおり、このデータを集め始め
た最初の 2005年 4月時点では、中学校の卒業ま
で助成している市町村は 0％だったのですが、こ
のデータが終わる 10年後には 80％まで広がっ
ているという形で、かなりの勢いで広がっていた
ということが背景としてあります。
　（スライド 7）われわれがどうやってデータを
作ったかというと、この 1と 2の情報を、人口
の多い 6県 294市町村に関してしらみつぶしで
集め、10年分を集めました。年ではなく年月単
位で、この市町村は 2008年何月から、この年齢
からこの年齢に上げましたが、そのとき、いくら
払うように設定しましたといった情報を、10年
間分、手作業で集めたデータを、医療ビッグデー
タを扱う JMDC社の 6～15歳のレセプトデータ
に結合してもらい、それを戻してもらう形で、こ
のデータを構築しました。
　推定方法は、細かいことに関しては論文を見て
いただくといいと思うのですが、アイデアとして
は先ほどの 1と 2の市町村ごとの違いを利用して、
英語で言うところの difference in differences、
日本語だと差分の差分法とかいう名前だと思うの
ですが、それを用いています。アイデアとして
は、ある市町村では補助が拡大されて、あるとこ
ろはその時期拡大されていなかったというところ
の違いを、時間を通じて見るということです。も
う少し興味のある方は、そこに推定式を書いてあ
るのですが。アイデアとしては、バリエーション
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が、子ども iと年齢 a、これは年月レベルでデー
タが構築されています。あとは、どの時期に治療
を受けたかという年月 tと市町村のm、この辺
がバリエーションとしてあります。一番興味があ
るのは、この 1の立っている、1プライスと書い
てあるところで、これはダミーなのですが、ここ
で大事なのは、タダをコントロールグループにし
ており、それに対して、10％、15％、20％とか、
200円、300円、500円というものがどれだけ
影響を持つかということを推定する形になってい
ます。
　（スライド 8）今日のパンチラインのフィギュ
アを、いまから見せます。まず、ゼロ価格効果が
あるかどうかを、いまから検証します。いまから
お見せするグラフは、横軸に自己負担率を取り、
縦軸に外来受診の関係をプロットしています。情
報量が多いので、ゆっくり話していきます。この
データは、先ほどご紹介させていただいた、週刊
東洋経済に書いた記事から引用させてもらってい
ます。横軸が自己負担率になっており、30％、
20％、15％といった形になっており、500円、
300円、200円に関しても比率に換算して、だ
いたい 6.1、3.9、2.4ほどの％になったというこ
とです。縦軸は、あくまでコントロールグルー
プ、対象群は無料のときなので、無料のときに比
べてこれだけの自己負担率を課したとき、どれだ
け外来受診の数が減るかという、減少幅を示して
います。
　まず、この緑の線は無視していただき、赤に注
目していただくといいと思うのですが、1つ言え
ることは、無料に比べて、全ての自己負担率で、
医療需要が大幅に減少しているということです。
赤い点がかなり下のほうにあります。2つ目は、
無料から有料に変える、0から 1に変えるときに
は、すごく医療需要が減るのですが、自己負担を
30％から 20％、20％から 15％と変えていって

も、言うほど追加の効果は大きくないと。
　そのあとに、本当にどうやってゼロ価格効果を
推定するかというと、そこでこの緑のラインが出
てきます。緑のラインを延長していくと、0のと
ころの交差点は、いま、推定した赤の点を延長し
ていき、値段が 0になったときにどれぐらいの
需要減があるかということを見ています。本来、
もしゼロ価格効果が全くなければ、それはいわゆ
る、原点を通るはずなのですが、それが実は、原
点を通らないということはこの分の幅がゼロ価格
効果になっている。実際に論文の中では、これが
本当に有意なのかということをやっており、それ
は統計的に有意なので、ゼロ価格効果は存在する
のではないかと。
　（スライド 9）では、ゼロ価格効果の意味は何
かというと、ゼロ価格効果が存在することは、裏
を返すと、200円といった、本当に少額でもい
いので自己負担を課すことで、無料に比べて医療
需要を大幅に減らせるということを意味するとい
うことです。
　次に気になるのは、少額を課したときに、どう
いった人たちの医療が減るのか、2つ目は、どの
ような治療が減るのか、ということについて検証
しています。
　（スライド 10）ここからは結果です。テーブル
にもし興味があればメンションしますが、あくま
で、言葉だけで話します。少額の自己負担を課す
と、特に健康状態の悪い子どもの受診はほとんど
減らない、ただ、一方で、健康であるにもかかわ
らず、月に何度も通うような子どもの受診が大幅
に減るということで、少しの自己負担を課すこと
で、健康な子どもの過剰な医療需要を減らすこと
ができる。
　（スライド 11）2つ目は、どのような治療かと
いうことですが、少額の自己負担を課すと、無料
に比べて、効果が高いとされる医療や、効果が低
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いとされる医療の、どちらとも減少するのです
が、特に後者の、効果が低いとされる医療が減る
という感じです。
　何が言えるかというと、全ての医療サービスに
一律の自己負担を課すことには、多少問題がある
のではないかと。では、効果が高い、低いという
のは、基本的医療分野の文献に基づいて、特に効
果が低い治療に関しては、不要な抗生物質が処方
されるような場合に注目して分析しています。
　（スライド 12）最後に、医療費の自己負担が健
康に悪影響を与えるのかということについて見た
いと思います。小中の 9年間のうち、人によっ
ては自己負担を払わなければいけなかった期間が
3年の人もいれば、9年間ずっと何かしらの補助
を受けていたので、1回も払わなくてよかったと
いうバリエーションがあり、その長さが、自己負
担を払わなければいけなかった期間が非常に長
かった人が、そのあと、高校などに入学すると
き、もしくは、卒業したときに、健康状態が悪く
なっている、医療費が増えているかということを
見たら、そういうことはありませんでした。これ
は、先ほどお話しした、無料時に増えることが、
健康な子どもの医療需要という結果と整合的であ
ると。
　（スライド 13）結論ですが、少なくともわれわ
れの論文から言えることは、効果が高いとされる
一部の治療を除けば、自己負担を完全にタダにし
てしまうことは不必要な医療を増やすだけである
ということです。東京都は 2023年から、高校生
までを無料化するという話がありましたが、基本
的にこういう話はなるべく避けたほうがいいので
はないか、国が主導して、無償化を即刻廃止すべ
きではないかと、われわれの結果からは考えます。
　その上で、何でもかんでも、払わせればいいと
いうことを言っているわけではありません。無料
と無料以外をうまく使い分け、価値に基づく医療

保険設計、本当に大事なものに関しては無料に
し、そうではないものに関しては、少なくとも少
しはお金を払ってもらうということで、うまく濃
淡を付けて、メリハリを付けたお金の使い方をす
る制度設計をするのがいいのではないかと。なぜ
かというと、無償化で増えた医療費は、そのとき
は、お母さんたちは得をしているように見えるか
もしれませんが、結局、誰かが払っているわけ
で。市町村は、そのうちの 3割しかマックスで
も負担していないので、残りの 7割は保険料や
税という形で、何かしらの形で、結局、国民が負
担しているわけです。今日のテーマである、子ど
もの貧困対策、少子化や、子育て支援は、少子高
齢化の日本にとっては、当然、一番取組まなけれ
ばいけないテーマだと思うのですが、このように
無駄な医療費を生むような間接的な手法ではな
く、直接そういう世帯をアイデンティファイし、
そこに直接補助金を払うような形がいいのではな
いかと考えています。
　ただ、最後に 1点、中村さんの話にもありま
したが、日本のデータは、たとえば、レセプトの
データを税のデータなどにくっつけたりすること
が全くできないので、そういう意味では、本当に
どこの世帯をターゲットにするべきかということ
をアイデンティファイするのは、いまの日本の
データのクオリティでは、なかなか難しいと思っ
ています。以上です。ありがとうございました。
（岸田）　重岡先生、大変興味深い研究のご紹介を
ありがとうございました。繰返しの要約になりま
すが、医療費のゼロモラルハザードは大きく、一
部の治療を除けば、無償化は非常によくなく、不
必要な医療費を増やすだけで、子どもの貧困対策
としては、子育て世代に直接補助金を出すべきと
いうメッセージだったと思います。
　続きまして、浦川先生、よろしくお願いいたし
ます。
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:: 

A. B. (in USD)
Linear Quadratic Cubic Linear Quadratic Cubic

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Zero price dummy 0.021*** 0.027*** 0.033** 2.020 4.478*** 7.841**

(0.006) (0.008) (0.017) (1.308) (1.495) (3.048)
C -0.144*** -0.008 0.185 -31.722*** 17.982 133.599

(0.023) (0.149) (0.537) (4.468) (27.049) (98.404)
C^2 -0.379 -2.101 -138.663* -1168.114

(0.427) (4.604) (79.501) (854.736)
C^3 3.804 2274.192

(10.089) (1887.792)

R-squared 0.23 0.23 0.23 0.28 0.28 0.28 
N 2,992,982 2,992,982 2,992,982 2,992,982 2,992,982 2,992,982 
Mean at C=0 0.439 0.439 0.439 56.2 56.2 56.2

15

Significance levels: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

= ( ) + ( = 0) + + + + + -[2]

• ( ) is low-order polynomials 

[ ]

/13

::

16

Y = 
Pr(Y>=1) Pr(Y>=2) Pr(Y>=3)

200 / -0.051*** -0.028*** -0.014**
(0.015) (0.010) (0.006)

( ) 0.305 0.121 0.050
% -16.7% -23.1% -27.9%

200 / -0.014 -0.038** -0.020*
(0.014) (0.019) (0.011)

( ) 0.569 0.311 0.163
% -2.5% -12.2% -12.3%

[ ]
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::

17

•

•
• Tier 1: 
• Tier 3: 

(1) (2) (3) (4)

( 100)

(in USD)

Tier1 Tier2 Tier3

USD 2/visit -0.070** 0.001 -0.066 -0.096**
(0.035) (0.040) (0.085) (0.043)

R-squared 0.37 0.07 0.13 0.08
N 2,992,982 2,992,982 2,992,982 2,992,982 

( ) 0.686 0.382 1.311 0.523 
% -10.2% 0.3% -5.0% -18.3%

Significance levels: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
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Thank you!
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Email: hshigeoka@pp.u-tokyo.ac.jp
HP: https://sites.google.com/site/hshigeoka
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＜講演3＞
生活時間の貧困と健康に関する研究のサーベイ
九州大学経済学研究院　浦川　邦夫 先生
　（スライド 1）ご紹介いただき、ありがとうご
ざいます。九州大学の浦川と申します。今日は、
生活時間の貧困と健康に関する研究のサーベイに
ついて、パネルディスカッションに先立ち、報告
させていただきます。今回のシンポジウムのテー
マは、健康格差から考える子どもの貧困対策への
対応についてですが、将来的には生活時間の研究
が、子どもの健康問題や貧困問題を緩和・縮小す
る上で大事な視点になるのではないかと考えてい
ます。
　（スライド 2）一般的な貧困研究として、所得
や消費の水準に基づいた分析が代表的です。私も
昔からこういった分析に関心を持って取り組んで
きたのですが、現在は、それらに加えて生活時間
の不足に関する視点を取り入れるべきではないか
と考えています。大きくは 3つの理由がありま
す。第 1に、近年は、世帯ごとで生活の様式や
働き方が大きく変わっていて人々が自由に使える
時間に差異があるので、その点を考慮する必要が
あります。雇用形態についても様々なバリエー
ションがあって多様化していますので、家庭内で
世帯員が無償労働に費やすことのできる時間は、
世帯ごとに大きく変わってきます。家事・育児な
どの無償労働に使える時間が減ると、それらを埋
め合わせるために何らかの形で（購入できないも
のもありますが）市場サービスを活用しなければ
なりません。つまり、最低限必要な所得水準を考
える場合には、生活時間の中で裁量がきく時間の
水準を考慮しなければ、個人間や世帯間の正しい
比較ができないのではないかという問題意識があ
ります。
　第 2に、市場労働であれ、家事労働であれ、
それらをきちんと長期的にワークさせるために

は、最低限必要な時間、たとえば睡眠や休息、身
の回りの世話などが必要ですので、単一の所得の
貧困だけを見ていくよりは、その時点その時点に
おいて家庭生活を営む時間の確保がきちんとなさ
れていたのかという視点も大事なのではないかと
いうことです。
　また、第 3に、家庭で家族と過ごす時間とい
うのは、市場でのサービスで完全に代替できない
部分がやはりあると考えます。たとえば、保育
サービスやベビーシッターなどの育児関連サービ
スなどは、親が育児を行う上で大変有用ですが、
それで育児の全てを代替できるわけではありませ
ん。
　（スライド 3）親の生活状況や生活行動が、子
どもの健康や教育アウトカムに与えるさまざまな
経路がありますが、それらを主に経済学分野の先
行研究で得られた知見をもとに概念的に図式化し
たものが、お示ししている図になります。子ども
の健康アウトカムや教育アウトカムに影響を与え
る代表的な経路としては、たとえば、親が子ども
に対してどのように教育投資をするかや、出生前
後の家庭環境などが重要です。また、親が自分自
身に対して行ってきた健康関連の投資や親自身の
労働環境も、子どもの出生時点あるいはその後の
生育段階での健康状態に大きな影響を与えていま
す。大事なことに、子どもの健康アウトカムは、
教育アウトカムにも繋がり、結果として所得にも
影響を与えていきます。
　親の状況や行動と、子どものアウトカムに関す
る研究は、多数あります。たとえば、Ruhmの
2004年の Journal of Human Resourcesのサーベ
イ論文などは、非常に網羅的にこの辺りの研究を
サーベイしています。サーベイによると、親の所
得をコントロールしても、親の就労環境が非常に
有意に子どもの健康や、子どものその後の所得、
キャリア形成に影響を与えていることがわかって
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います。特に親の長時間労働は、子どもの将来の
アウトカムに関連していますので、所得と時間の
双方の観点からの分析は、世代間の格差移転を緩
和するという観点からも大事なのではないかと考
えられます。
　（スライド 4）日本の長時間労働者の割合につ
いて簡単に述べます。図は、2018年段階の長時
間労働者の割合を G7諸国の間で国際比較したも
のですが、国際比較でよく使われる長時間労働の
定義は週 49時間以上なのですね。これが意外と
短いなと感じてしまうところに、既に私自身、子
どものときから日本の就労環境の影響を受けてい
るのだと思います。図を見ると、日本の男性は、
G7の中では 2割 5分を超えて首位です。女性
は、USAに比べたら低いのですが、G7で 2位、
8％強という状況。国際的に見ても長時間労働が
目立っているということです。
　（スライド 5）非常に特徴的なのが、男女別に
見た生活時間の国際比較です。有償労働のほう
は、男女比で見て、諸国間でそれほど差異はな
く、男性のほうが女性に比べて 1.5～1.8倍ぐら
いの水準になっていて、日本もその間に収まって
います。一方、無償労働（家事、買物、ケア、育
児、必要であれば介護）のに充てる平均的な時間
の男女比（女性の無償労働時間／男性の無償労働
時間）を見てみると、突出して日本が大きくなっ
ていることが図から明瞭に読み取れます。日本は
国際的に見て、家事・育児・買い物などの無償労
働に費やす生活時間の男女間格差が非常に大きい
ということになります。
　（スライド 6）これらの観点を踏まえ、生活時
間の貧困を定義し計測することを、これまでの研
究で行ってきました。詳細な説明は割愛して進め
ますが、関心のある方は、Williamsらが 2016

年に Social Indicators Reseaerchで発表したサー
ベイ論文などを読んでいただければと思います。

多くの研究は、世帯内の成人の生活時間を基準に
時間の貧困線を設定しています。まず、総時間か
ら、食事、睡眠、衛生などの基本的な生理学的
ニーズを満たすための基礎的な活動時間を控除し
ます。そのあとで、可処分時間と呼ばれるものか
ら家事、買物、ケアなど家庭生活を送る上での基
本的ニーズを満たすために必要な時間を控除しま
す。それを配分可能時間（Ta）と定義し、それ
と、労働時間や通勤時間（Tw）を、世帯単位、
研究によっては個人単位で比較します。もし、労
働・通勤時間が配分可能時間を上回っていたら、
本来必要であった基礎的な活動時間が十分に確保
できていないととらえ、時間の貧困と判断するの
が一般的な手法の一つになります。また、Ta－
Twを、相対所得の貧困を定義する場合と同じよ
うに、中央値の 50％未満であれば十分でないと
捉え、貧困と定義するなどの方法があります。
　（スライド 7）このように、所得と時間の 2つ
の軸でそれぞれの貧困線を考えることで、4つの
領域をもとに貧困を捉えることができます。ま
た、どの領域に各世帯類型が、どの程度の割合で
入っているかを分析することが可能です。
　（スライド 8）また、生活時間が本来の十分な
家庭生活に必要な時間を満たしていないという時
間貧困の状態の場合は、時間貧困線を下回る分だ
け、市場でサービスを購入する必要がありますの
で、そういった観点から、家事サービスの購入価
格などを考慮した新しい予算制約線を定めて、新
たに所得貧困を定義するという方法論がありま
す。すなわち、生活時間を考慮した所得貧困の計
測を行うことができます。
　（スライド 9）こちらのスライドでは、ウェル
ビーイング関数を用いた貧困の計測について示し
ています。世帯調査から回答者のウェルビーイン
グ（生活満足度や幸福感）の情報と、所得、余暇
などの情報を抽出し、一定の仮定のもとでウェル
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ビーイング関数のパラメータを推計し、そこか
ら、生活時間も考慮した形で貧困を測定する手法
で す。発 端 は 2014年 のMerz & Rathjenの
Review of Income and Wealthの研究になります。
詳細は割愛します。
　（スライド 11）先行研究については、生活時間
の貧困と健康関連アウトカムとの関係を分析した
アメリカのKalenkoskiらの研究をご紹介しま
す。こちらの分析では、生活時間の貧困が、飲酒
行動やファストフード店の利用と関連している点
が報告されています。先ほど阿部先生の報告で、
長時間労働と健康関連の行動との関係を示す分析
結果が紹介されていましたが、同じような研究事
例があるということです。
　（スライド 12）それから、貧困率が世帯類型別
でどうなっているかを見ると、特にひとり親世帯
が、所得貧困率、時間貧困率がともに高い状況で
あることがわかっています。私と石井加代子さん
（慶應義塾大学）の共同研究では、約 10％のひと
り親世帯が、所得と時間のいずれもが貧困状態に
あるという分析結果を、過去に共同研究で報告し
ています。
　（スライド 13）ひとり親世帯が、時間貧困のリ
スクも所得貧困のリスクと同様に高いという点で
すが、ひとり親の雇用形態別に見ると、正規雇用
の時間貧困率の高さに加え、非正規雇用でも 3

割弱の時間貧困率です。一方、ふたり親世帯で
は、夫の労働時間が長いときに、妻の労働時間が
少ない傾向が見られますが、妻の労働時間が長い
ときに、夫の労働時間が少ない傾向はみられませ
んでした。そのことも関連して、妻が正規雇用の
ふたり親世帯において、時間貧困率が高くなって
いる状況です。
　（スライド 14）ひとり親世帯では、非正規雇用
のケースでも時間貧困率が約 3割であるという
のは、低賃金で十分な所得を得るためには、ある

程度まで長時間労働を受け入れなければならない
点が背景にあると考えられます。石井さんとの共
同研究では、「所得貧困を脱出するためにどのぐ
らいの労働時間が必要か」を示す「必要労働時
間」を世帯類型ごとに試算していますが、あくま
で平均ですが、ひとり親世帯の必要労働時間は週
60時間を超えています。すなわち、平均的な賃
金水準が低いので、そもそも長時間労働をしない
と所得の貧困を脱出できない、という構図がある
わけです。所得の貧困の脱出に向けて就労参加を
促す施策がありますが、生活時間の貧困リスクが
どのようであるかにも注意を払う必要がありま
す。
　（スライド 15）時間貧困と健康アウトカムへの
関係については、現状ではまだそんなに多くの研
究が蓄積されているわけではありませんが、樋口
先生らの共同研究において、メンタルヘルスの悪
化、睡眠時間の縮小、運動習慣の縮小という形で
の関連が示されています。
　（スライド 16）私が所属する研究グループにお
いても、同様の研究成果を得ており、2020年に
Journal of Family and Economic Issuesに論文を公
表しております。こちらの推定結果は、操作変数
法を使って検証していて、時間の貧困といくつか
の健康関連指標との関連性が示される結果を得て
います。女性においては、アルコール消費との関
連も確認されています。
　（スライド 17）また、「日本家計パネル調査」
の個票データを用いたこちらの図からは、時間貧
困の世帯の場合は、親と子どもとの関わりがどう
しても大きく減ってしまうことが明確に読み取れ
ます。
　（スライド 19）これまでの主な研究成果を要約
すると、特に一人親世帯の子育て世帯が、所得貧
困だけではなく時間貧困のリスクも高く、家庭内
での生活時間が十分に確保できていないというこ
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とが示されています。また、子どもの生活習慣の
形成に向けて、かなり父親と母親の間で子どもと
接する時間に偏りがあります。これらの問題に取
り組むことは、長期的には子どもの健康問題や貧
困問題の解決にむけた重要な視点ではないかと考
えています。
　（スライド 20）このシンポジウムのテーマに関
連する論点として、自分自身が関心を持っている
のは、時間の貧困が家庭内における育児・介護な
どのケアの質に与える影響の検証です。労働時間
と育休の取得の関係にも関心があります。また、
中村先生が述べられていましたが、親の近居・同
居などが子育てに与える役割は、日本の場合、か
なり重要ですね。たとえば、車で 30分以内に世
帯主や配偶者の親が住んでいるかは、育児に与え
る影響は強いのですが、なかなか調査票からその
ような情報（親・親戚の協力）が拾いづらいとい
う問題があります。今後はそのような視点も取り
入れた分析を行いたいと考えています。

　それから、Goodinの DT（裁量時間）アプロー
チと呼ばれる考え方も重要です。時間の貧困を考
える上では、市場で代替サービスを購入できる世
帯と、低所得で代替的な市場サービスを十分に調
達できない世帯を区別する必要があります。ま
た、労働市場に参入したら貧困を脱出できる世帯
や、時間貧困にならないために労働市場時間をも
う少し削減することで貧困脱出可能な世帯という
のも、それぞれ推計することができます。そう
いったいろいろな世帯のパターンと子どものアウ
トカムとの関連をより細かく検証するべきではな
いかと考えています。長々としゃべってしまい失
礼いたしました。私の報告は、以上になります。
ありがとうございます。
（岸田）　浦川先生、ありがとうございました。わ
れわれ、貧困というと、どうしても所得に着目し
がちですが、ここでは、時間貧困という概念と、
それに関する興味深い研究動向をご紹介いただき
ました。
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＜講演4＞
子どもの健康格差是正に向けたガバナンス
京都大学大学院医学研究科　近藤　尚己 先生
　（スライド 1）京都大学の近藤尚己です。最後
の発表をさせていただきます。だいぶ時間も延び
ているようですので、できるだけ時間どおりに終
わらせようと思います。私からは、子どもの健康
格差是正に向けたガバナンスについての話をしま
す。
　（スライド 2）健康格差にしろ、貧困にしろ、
何が問題なのかといったとき、社会全体にしろ、

地域にしろ、いろいろなプレイヤーが、それぞれ
やっていることが、管理されていない、マネジメ
ントできていないということが 1つあるのでは
ないかと思います。1つの組織にできることは限
られています。そこがうまく連携して、それぞれ
の組織が持つ力を最大限発揮できるようなシステ
ムをつくることが大事だと思います。
　地域にはさまざまな子どもへの支援活動があり
ます。選別的な、貧困世帯の子に絞ったアプロー
チから、包括的な、全ての子を対象にしたアプ
ローチ、そして、官主導でやっているもの、民間
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主導でやっているもの、いろいろありますが、そ
れぞれがてんでにやっていても、効果は上がるか
もしれませんが、どれだけよくなっているのかわ
からない。どこが、一番効果があるのかわからな
い。それぞれの組織の相互作用もわからないとい
うところがあります。そういうものをしっかり整
えていきましょうというのが、健康格差対策をす
る視点でも大事だと思っています。
　（スライド 3）WHOが、こういった、いわゆ
る、健康の社会的決定要因に関するモデルを踏ま
えて、どのように健康格差の少ない社会をつくっ
ていくかという推奨を 3つ出しています。
　1つ目が、生活環境の改善です。健康づくりの
啓発運動をしましょうというようなメッセージ出
しをする前に、まず、そこに住んでいれば、大き
な自助の努力を一生懸命しなくても健康になれる
ような環境をつくりましょうと。
　その環境とは何かというと、それは必ずしも医
療のための仕組みではなく、教育や労働、普通の
生活をするために必要なインフラが含まれます。
これは医療の立場にはできませんので、さまざま
なセクターが連携して、そこのガバナンス体制を
つくるということが大事であるとしています。こ
れが 2点目です。これが今日のテーマです。
　そして、このガバナンス体制をつくるために
も、まず、どこにプライオリティを付けるのかと
いうことを、みんなで同じデータを見ながら、目
標を決めて一緒にやっていくという、格差の可視
化と活動のアセスメントという、「見える化」の
ところが必要だろうとWHOは言っています。
　（スライド 4）では、これをどうするのかとい
うことに関して、日本国内で、おそらく一番モデ
ルとしてしっかり示されているのが、高齢者への
対策なのではないかと思っています。介護保険法
ができ、ケアの中身が見える化できるようになり
ました。そこに、地域でさまざまなプレイヤー、

ステークホルダー同士が一緒に連携し、みんな
で、データをもとにそれぞれ得意技を活かして、
まちづくりに参画していきましょう、必要なケア
を必要なときタイムリーに届けるということをや
りましょうというのが、地域包括ケアの考え方で
す。
　私がWHOの 3つの推奨事項を見たとき、ま
さにこれは地域包括ケアの概念の中に盛り込まれ
ていることだと思いましたし、公衆衛生の施策モ
デルでいうと、これはいわゆる、コミュニティの
組織化、コミュニティ・オーガナイジングという
モデルに当てはめて言えるのではないかと思いま
す。
　（スライド 5）では、地域包括ケアの活動が、
本当に効果があるのかということを検証していく
のが、1つ、公衆衛生の研究者としてやるべきこ
とではないかと思っています。そこで私たちが
やったのが、疑似実験です。今日、ここにもい
らっしゃる近藤克則先生がリードしている
JAGESプロジェクトで行いました。2013年か
ら始めた実験のプロジェクトですが、この年は
32自治体が参加しました。参加した 32自治体
のうち、半数の 16の自治体に、研究者が自治体
の保健師や事務職員のサポートをするということ
をしました。何のサポートをしたかというと、私
たちが提供している高齢者への健康と生活の調査
結果をまとめた地域診断書というものを、各自治
体に配っています。その自治体に、どのような健
康リスクや生活リスクを持った高齢者が、どれぐ
らいいるのか、ほかの自治体と比べてどうなの
か、そして、自治体の中のどの地域にそういう人
が多いのか、といったことが示されている表にな
ります。多くの自治体が、このデータを使って介
護保健事業計画を立てるわけですが、それをさら
に、まちづくりに活かそうとする自治体もいま
す。しかし、ほとんどの自治体ではそれがうまく
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活用できていません。なので、研究者がそういっ
た自治体に参与観察する形で、活用のアドバイス
をしていくわけです。
　（スライド 6）それをおこなった 16自治体と、
データだけを渡した 16自治体を、3年間、追跡
調査してみました。配ったデータから 3年間の
差分を採りました。縦が、ある自治体の中の地区
ごと、10地区が並んでいます。この 1つ 1つの
行が健康指標とか、社会リスクの指標です。たと
えば、フレイルありの割合といったものの 3年
間の改善や悪化がわかります。このマップを使う
と、たとえば、一番右の地区などは非常に悪化が
著しいことがわかって、「今年はここに予算投入
しよう」というようなことが話し合えるわけで
す。そういった話し合いの場を、多セクターでつ
くり、設定する、そういう場でこのデータを使う
ことをやってきました。
　私たちが介入したのは、担当する地域包括支援
センターや、介護保険課の保健師や事務職員の
方々で、その他のセクターの方に、特に直接アド
バイスをしたということではないのです。そうい
う、一部の効果的なチャンネルに介入すること
で、その人たちを軸にしてそのコミュニティの中
での繋がりが増え、そのコミュニティ全体がエン
パワーされるという、これは、コミュニティ・コ
アリション・アクションセオリーと言うのです
が、それに基づいて、そういったチャンネルが保
健師だろうと考えて、やってきました。
　（スライド 7）結果だけ伝えますと、男性の社
会活動、地域活動への参加が、介入積極支援群
で、コントロール群に比べて統計的に有意に増え
ました。
　（スライド 8）驚いたことに、死亡率も、男性
で、積極支援群で改善した、ハザード比で 0.9ぐ
らいになるということが見られました。
　（スライド 9）所得別に効果を見てみたのです

が、所得が低い方でも、高い方でも、同じぐらい
のハザード比が見られ、低所得の方にも効果があ
るという可能性が示されました。
　（スライド 10）これがいま、高齢者の地域包括
ケアシステムで集まったデータをうまく活用した
1つの事例と言えるのではないかと思います。
　では、これを子どもにどう応用していくかとい
うときに、政策的な動きで非常に注目しているの
が、子育て世代包括支援センターというものを全
国の自治体につくりましょうという動きです。す
でに、1000以上の自治体で導入されているのだ
と聞いています。活動の中身づくりはこれからな
のですが、こういったガバナンスをしていくため
には、データを集め、それを繋げ、分析し、活用
していくというスキームが必要であるということ
に気付いてくると思います。そういったデータを
うまく使い、地域の活動をマネジメントしていく
ことが、最終的には健康対策にも繋がるのではな
いかと思っています。
　（スライド 11）この施策の中ではデータの分野
横断的な一元化も話されていますし、それを、医
療では実現できなかったマイナンバーで繋げると
いうところも明確に書かれていて、その辺は伸ば
していけるところではないかと思っています。
　（スライド 12）もう 1つ注目しているのが、
生活保護受給者世帯の子どもへの支援に有効そう
な、被保護者健康管理支援事業です。令和 3年 1

月から義務化されています。福祉事務所で、子ど
もも含めて、生活保護世帯の人たちの健康管理も
支援しましょうということが義務付けられていま
す。義務なので大変なのですが、そこでいろいろ
なデータが集まってくるし、実際の支援のノウハ
ウが集まってくるのではないかと思っています。
　（スライド 13）実際、先ほど阿部先生のデータ
にもありましたが、一人親世帯の子ども、生活保
護受給世帯の中でも、子どもの慢性疾患、アレル
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ギー疾患や、歯の疾患が多いことがわかっていま
す。こういった子が病院に来たときにも、病院も
子どもの地域包括支援のケアの仲間に入って、一
緒にデータを共有し、「この子たちをどうしま
しょうか」という話し合いが地域で進んでいく、
データをもとに進んでいくことができるのではな
いかと思いますし、福祉事務所との連携が進んで
いくといいと思います。
　（スライド 14）最終的には、もう少し広い、医
療と、地域コミュニティ、そして制度福祉の 3

点がしっかりと関係し、連携し合うような活動に
進んでいくことが、地域包括ケアの成功に繋がる
のではないかと思っています。イギリスなどで
は、それを「社会的処方」という言葉を使い、医
療に来た生活困窮を抱える患者さんをしっかり地
域に繋げていきましょう、そのための専門職を育
てましょうということが進んできており、日本国
内でもこういうものを導入しませんか、という動
きが出ています。この辺をどうつくり込んでいく
かということが、これから大事になってくると思
います。

　（スライド 15）時間もないので、この辺でいっ
たん終わりにしますが、そういう意味で、地域包
括ケアのガバナンスは、高齢者も、子どもも、そ
して、働き世代でも当然できると思うのですが、
そういうものをつくっていく、そこでデータが集
まるというところが、私たち研究者には非常に大
事なところだと思っています。このデータを武器
にエビデンスを出していくことも大事ですし、い
ま、現場に必要なのは、集めたデータ、くっつけ
たデータをどう活用し、それがどんな政策メッ
セージになるのかという、そのアイデアをたくさ
ん出していくことです。そうしないと、せっかく
繋げたデータが宝の持ち腐れになります。また、
誰にそのデータを「使って」とアピールするのか
がわからないのが、行政の現場だと思うのです。
医療経済学会の皆様方のアイデアが必要です。以
上です。ご清聴ありがとうございました。
（岸田）　近藤先生、ありがとうございました。実
践とアカデミズムが融合した、非常に興味深いお
話だったと思います。
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＜パネルディスカッション＞
（岸田）　パネリストの先生方、前の席にお移りく
ださい。では、これから、これまでのお話を踏ま
えたパネルディスカッションをおこないます。パ
ネルディスカッションは、司会からの共通質問と
いうより、まずは、お話しいただいた先生方から
相互にコメントなり、または、話し足りなかった
ということについてご意見をいただければと思い
ます。どうでしょう、どなたかから。それでは、
阿部先生、よろしくお願いします。
（阿部）　浦川先生にお聞きしたいのですが。時間
の貧困ということを考えたとき、私は自分自身の
ことを考えても、自分が母親の時間の貧困といっ
たとき、レジャータイムというのがほとんどない
と思うのです。ただ子どもと一緒に過ごすとか、
そういう時間が増えるということなのか、それと
も、母親の、いわゆる、本当に自由時間が増える
ことが重要なのか、そこをどういうふうに解釈す
ればよいのかということが 1点です。
　それに関連することとして、大石亜希子先生の
ご研究では、ノンスタンダードタイムの仕事が悪
いのだと。長時間労働ではなくノンスタンダード
タイムの時間だと。いま、日本ではおそらく、両
者はかなりオーバーラップしているところがある

と思うのですが。ノンスタンダードタイムで何が
違うかというと、昼間は子どもがいないのです、
学校なので。その時間に、たとえば、フリー時間
が親にあるということが、意味があることなの
か。その辺について、少し時間研究のほうからお
聞かせいただきたいのです。つまり、子どもが
帰ってくる時間で、子どもと一緒に過ごすような
時間をゆっくり過ごすことができるのが重要なの
か、それとも、親の自由時間が必要なのか、どち
らなのでしょうか。
（浦川）　ありがとうございます。非常に重要なご
指摘をいただきました。阿部先生からいただいた
ご質問は、重要でありながら様々な実証面での課
題を含んでいます。母親自身にとってのウェル
ビーイングという観点からすれば、ある程度、自
分で自由に使える生活時間が確保されることが重
要です。親が幸せに生活していること自体が、子
どもにポジティブな影響を与えるという先行研究
がありますので、親が自由な時間を確保すること
による子どもへの効果が期待されます。その一方
で、親と子どもが実際に、生活をともに営んでい
く時間の確保も、やはり重要だと考えられます。
　先ほど、阿部先生の先行研究でも紹介されてい
ましたが、特に男の子において、幼少期における

スライド21



139医療経済学会　第 17 回研究大会（基調講演・パネルディスカッション）

母親との関わりが様々なアウトカム（学力や健
康）に影響を与えているという分析結果がありま
す。ですから、親が家事・育児を離れて自由な時
間、親が子どもと接する時間の双方が重要だけれ
ど、子どもに与える影響についてはそのメカニズ
ムやインパクトが違うので、それぞれきちんと分
けて効果を見ていく必要があるかと考えます。親
の生活時間のあり方が、子どもに与えるインパク
トを検討する際は、単純に余暇の時間だけで見る
だけではなく、その時間を実際にどういうふうに
利用しているのかという点が重要ですね。最近は
コロナの影響を受けて、在宅勤務が比較的可能な
仕事と、職場や現地に行ってその中で働くという
仕事が、かなり職種ごとに明確になってきてい
て、生活時間の貧困を考える上でも本人や家族の
働き方によっていろいろなケースを考える必要が
あります。仕事や余暇のあり方について、あらか
じめ区分を明確にした議論をしていかなければな
らないと思います。ありがとうございます。
　私は、重岡先生に質問があります。先生の研究
について、私も個人的にゼロ価格というのはやや
極端ではないかと思っており、非常に興味深く感
じました。いま、保育や教育の無償化など、いろ
いろな政策が導入・検討されていて、そのこと自
体は大変有意義ですが、ゼロ価格にすると、やは
り、極端に需要が変わることからくる弊害、すな
わち、そのサービスを提供する供給のほうが追い
つかないということが問題になります。その点に
焦点を当てて、無償化の課題や問題点を実際の
データを使って実証的に示されたということは、
大変価値があると思います。
　少し気になったのが、効果が高いとか、効果が
低いとされる医療というものが、事前にわかるの
か、ということです。それから、ゼロ価格の見直
しは、「もともと子どもが健康である場合には子
どもの受診を大きく抑制する効果がある」という

ときに、その健康を本人や家族の主観的な評価か
ら抽出することではたしてよいのかどうか。本人
が健康と思っていても、実際にはそうではない
ケースが少なからずあると思うので、その点は注
意して見なければならないと感じました。主観的
に健康と思っていても専門家の診断においては健
康ではないとされる人については、やはり、価格
がゼロになれば、一定の健康改善効果があるかも
しれません。したがって、医療の効果や健康をど
う定義しているのかというところが気になったの
で、お伺いしたいと思います。
（重岡）　ありがとうございます。非常に、レフ
リーに突っ込まれるような厳しい質問なのです
が。実際にそういうことを言われたことがあるの
ですが。
　いただいた 2つの質問のうち、1つ目の、効果
が高い、低いということに関しては、詳細を話す
時間がなかったのですが。僕は経済学者であり、
医者ではないので、そういう意味では、あくま
で、医療系の雑誌の、アメリカのそういうタスク
フォースみたいなところが、こういうものは医療
的に価値がある、価値がないと、ある程度分けて
いるので、基本的にそれに従っているのです。
　特に注目したのは、抗生物質です。子どもの抗
生物質が過剰に処方されていることが、非常に、
アメリカだけではなく日本でも問題になってい
て。いろいろな病気の種類があり、こういう病気
の種類に関しては抗生物質を出したほうがいいと
いうことと、出すべきではないということが、分
かれていて。その間ぐらいのものがあり、ティア
1、ティア 2、ティア 3という感じで分かれてい
るので、そのレセプトのデータを使って、ティア
1に属する子ども、ティア 2に属する子ども、
ティア 3に属する子ども、と疾患を持っている
子どもというものを分けて。ティア 3といって、
本来、抗生物質を処方するべきではない人たちに
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対しての抗生物質の使用量が、少しでも医療費
を、200円でも払わせることで大幅に減らすこ
とができるということで、価値の低い医療となっ
ています。
　逆に、高い医療というのは、本来であればワク
チンなどが、効果が高い医療と言われていると思
うのですが、日本の場合、その辺はもうすでにタ
ダになっているので、無料で提供されているので
す。なので、どちらかというと、日本で言うとこ
ろの、効果が高いということでお金を払っている
ような治療がそんなにないので、さっきで言うと
ころの、抗生物質が正しく処方されているかとい
うことがどのぐらい影響を与えるかということ
で、そこに関しては 200円払わせたところでほ
とんど影響がなかったので、効果が高い治療に関
しては、そんなにお金を課したことで変わらない
と。本当に必要なものはちゃんと出しているの
で、値段によってそんなに反応しない。ただ、本
来提供するべきではないと言われているような疾
患に関しては、非常に大きく減るということで、
効果が高い、低いということを分けているとう感
じです。
　2つ目は医療で、健康か、健康ではないかとい
うこと、これは非常に難しく、レセプトのデータ
からは、あくまで、治療を受けているか、受けて
いないか、という話なので、本当の意味での健康
状態がわからない、それは日本のデータの非常に
大きな制約なのです。そこに関しては、先行研究
に倣い、最初の 6ヶ月、9ヶ月のデータを取って
きて、そのときの医療費が高いか、低いかという
ことを、平均値を計算し、ディストリビューショ
ンを見て、上の 3分の 1を最初の 6ヶ月ぐらい、
非常に医療費が高いということは、健康状態があ
まり高くないだろうとして、下の 3分の 1は健
康状態がいいということで、間を捨ててという感
じで分析しています。

　ちょっと恐いのは、最初の頃に医療費を使って
いる人たちはそのうち健康になるので、ミーン・
リバージョンが若干恐いのですが、データを見る
限り、そういうことはあまり起っていなかったの
で、という感じで。基本的には、データで観測さ
れた最初の 6ヶ月、9ヶ月の医療費の値を使って、
健康か、健康ではないかということをやっていま
す。それを多少、データ上のリミテーションと
思っています。
　せっかくなので、中村さんに質問なのですが。
データのクオリティがこの国の圧倒的な問題だと
思っています。所得の話をするときに、医療の
データに所得のデータをくっつけることができな
い、僕が使ったレセプトのデータも、所得の情報
が全くわからないので、そういう意味では所得を
分けた分析が基本的にできない。やはり、それが
理由で、たとえば、自民党がこの前、75歳以上
で窓口負担を上げるといったとき、あくまで、政
治決着で、自民党が 500万、公明党は 200万、
では、間を取って 300万という、本当にエビデ
ンス・ベースド・ポリシーからほど遠い、ギャグ
みたいな形で決まっているのですが。それはやは
り、データがないので、本当に貧困層のところ
で、窓口を上げたらどのぐらい健康が悪くなるか
ということをデータで示すことができないので、
ある意味、データ上、学者としても示せることが
ないというところがあります。データがない分、
エビデンス・ベースド・ポリシーを非常に妨げて
いることに関して、具体的にどういうデータが今
後必要になっていくと考えられているでしょう
か。お聞きできればと思います。
（中村）　協会健保のデータだと、少し所得の情報
がありますね。私も、重岡先生も、協会健保を
使ったプロジェクトをやっているのですが。
　そうですね、だから、具体的にどういうふうに
するかということが、どうやってそういう世界が
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実現するかということが見えなくて。学術会議な
どでそういうことを言っていくといいのではない
かというぐらいしか見えてこないのですが。
（重岡）　どういうデータが必要なのかと。
（フロアより橋本）　全国データだとないのだけれ
ど、ローカルだと、けっこう市区町村が付き合っ
てくれている場合、くっついているものがありま
す。具体的に足立区などは、いま、持っていま
す。健診データと世帯データとがくっつくものを
つくろうとしています。だから、いまのところ、
国家的につくらせるということは、さっきの近藤
先生の話ではないけれど、マイナンバーがやっと
使えますという段階で、次はどうしましょうか、
という話ですので。さっきの厚労省のコンソーシ
アムみたいなものをきっかけにして、ポリティカ
ルドライバーで、自民さんあたりに頑張っても
らって、やっていくということでやっていくしか
ないのだろうと思うのです。
　当面、われわれがやれることとしては、どこか
の自治体に入り込むのが一番手っ取り早いと思い
ます。ちなみに、うちは 10年前のデータでよけ
れば、ピークフローを測ったものとか、ぜんそく
とか、一応、レスポンスバイヤスの低い方法で測
定したものと、家計データをくっつけたものは
持っていますので、もしよろしければ、いつでも
お貸しします。
（中村）　思い出したのですが。国保のデータで少
しそういう情報はあったかと思っています。た
だ、問題はやはり、医療利用と所得だけだとよく
わからなくて。どうしても健康状態と所得が知り
たいのです。そこが非常に問題で。あとは、国民
生活基礎調査でも、所得はごく一部の人にしか聞
いておらず、実は、栄養調査とマッチングできな
いのです。している研究もあるのですが、あれを
やると、けっこうデータがおかしなことになると
いうことは厚労省が言っています。なので、もう

少し、自己申告にしても、所得の情報を調査で集
めてほしいということがあります。すみません、
あまりお答えになっていません。
（重岡）　多分、考え方として、すでにあるデータ
にアクセスする話と、新しくデータを作ること
は、切り分けて考える必要があると思っていま
す。いまあるデータを二次利用するときに、圧倒
的に、いまの日本のガンになっているのは、申請
するときに全ての変数を抜き出すという、誰も得
をしない作業をしているということで。あれはも
ともとガイドラインに必要最低限という文言が
入っていることが問題で。あれを削除するだけで
全てその問題は解除できるのですが。しかしそれ
は、もう 10年前、20年前から、ずっと研究者
が言い続けているのに全く改善されない。そうい
う話は、個人的な話になりますが、経産省からそ
ういう話が出たとき、嘆願書という形で出しては
いるのですが、なかなか変わる傾向にないので。
もう少し、全体的に声を大きくして。
　僕は 1月にそのデータ申請をして、いま、8月
の時点で、「なぜ、この変数が必要なのですか」
というしょうもないやり取りを、もう 5回ぐら
いメールでしていて。あれは基本的に、官僚が悪
いというより、単純に官僚がその法律、ルールに
従ってやっているだけなので、彼らを憎んでも
しょうがなくて。法律が悪い。
　では、法律をなぜ変えないかというと、多分、
ニーズのほうの声が伝わっていないということ
と、統計をやる人たちは必ずしもそれを改善した
ところで彼らの昇進に繋がるわけでもなく、彼ら
も全くインセンティブがないので。その辺をボト
ムアップで変えるのはけっこう難しいのかなと。
トップダウンで、たとえば河野太郎みたいな人が
たまたま運よく厚労大臣になって改善するといっ
た、そういう、運を待たないと。それがいいかど
うかは別にして、どっちにしても、あの変数抜き
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出しという、本当に誰も得をしない、意味のない
作業をやることを、少なくとも、まず、直さなけ
ればいけない。本当に必要最低限という変数、
「必要最低」と書いているところをバッと削除す
るだけで進む話なのに、それが 10年、20年変
わらないというのは、なかなかこの国の。
　日本のデータがよくなっているのは事実だと思
うし、そこに尽力されている方々に対しては感謝
しかないのですが。簡単に言えることは、日本が
一歩、二歩進んでいる間に、世界は地球を 2周、
3周している、それぐらい、非常にギャップがあ
る。その辺の危機感が本当にどれぐらいシェアさ
れているのかということはとても危惧するところ
で。EBPMというとお金が取りやすいので、猫
も杓子も、みんな、EBPMと言いますが。その
考え自体は間違っていないのですが、さっきも
言ったように、自民党と公明党で間を取りますと
いう、そんな感じで実際の政策が決まっているの
で。やはり、データがあれば、もう少しこっちも
エビデンスを提供して戦うことができるので。そ
ういう意味では、データの拡充が非常に重要だ
と。僕らはあくまでシェフであり、材料自体がな
ければ調理することはできないので。そもそもの
データがないことは、この国の行く末を考える場
合、非常に心配するところで。
　新しいデータに関しては、くっつけることがで
きないのが、日本のデータの圧倒的な問題で。た
とえば、税制のデータをレセプトのデータにくっ
つけることができれば、どの辺のインカム層が本
当に貧窮しているか、医療にアクセスできないか
ということを分析することができるのですが、基
本的にはマイナンバーが出て、それが本当に繋げ
られるようになり、使えるようになる頃、自分が
生きているかどうかわからない、というレベルの
日本の進み具合だと本気に思っていて。データ、
データと言って、ちょっと責任を転嫁している部

分はあるのですが、しかし、データがないと僕ら
は本当に何もできないので。少なくとも OECD

で最低レベルのデータのクオリティ、質、アクセ
ス、少なくともアクセスぐらいは何とかできると
思うので、少しずつそういうところから変えてい
く必要があると、個人的には。すみません、主張
みたいな感じになってしまいました。
（岸田）　すみません、司会のタイムマネジメント
が悪くて。15時半から次のセッションが始まり
ますので、あと、5分以内に締めたいかなと。近
藤先生からひと言、いただければと思います。
（近藤）　質問している時間がないと思うので。阿
部先生に聞きたかったのですが。いま、民間の子
ども支援のデータは、どこで、どんな活動がされ
ているのか、データ化される事例もあると思った
のですが。ネットで調べていたら、子ども食堂の
全国一覧リストのマップが出てきて。
（阿部）　むすびえさんの。
（近藤）　むすびえさんがやっているものですね。
あれは使えると思ったのです。地理情報システム
上でくっつければいいので。だから、調査票で子
どもの住所データがある程度粗くてもわかれば、
子ども食堂へのアクセスがどうかな、ということ
が見られると思っています。ああいう、民間主導
のデータ化というのは、いけていると思ったので
すが。結局、質問してしまいましたが。
（阿部）　むすびえデータは、慶應のワカバヤシ先
生がマッピングしていると思います。なので、も
うなされているというところです。むすびえは湯
浅誠さんがつくっている団体で、非常に多くの子
ども食堂を繋げています。寄附金はガバガバ集
まっています。
（近藤）　そういった新たなデータが出てくると、
そこにアンテナを張っておくことも研究者として
は大事なことだと感じたところです。
（岸田）　それでは、かなり時間が押しているので
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すが。フロアからのご質問があれば。どうぞ。

＜質疑応答＞
（Ｑ）　お話を聞いていて、やはり、ニュアンスは
いろいろあるのだという話は聞いていたのです
が。一人親というときにも、いろいろな種類があ
るだろうと思っています。未婚の母みたいなこと
はティピカルなイメージかもしれませんが、先ほ
どの阿部先生のスライドで 5割増えたと。その
増えた部分はどうなのかなと。離婚率が上がって
きて、キャリアを持ったような、収入もそれなり
にあるような夫婦が離婚して一人親になるような
ものが、もしかしたら増えてきているのかなと。
そうすると、その辺のトレンドがどう変わってき
ているのかということと、それぞれで貧困率はそ
れなりに違うのではないかというイメージで聞い
ていたのですが。いかんせん、門外漢なので、あ
まりよく知らないので。もしその辺で、大きな
ビッグピクチャーを教えていただけたらと思いま
した。
（阿部）　日本では、圧倒的に離婚母子です。未婚
の母子の割合は、若干は増えているかもしれませ
んが、それこそ、本当に少数です。いま、増えて
いるほとんどは離婚世帯です。離婚世帯の中で
も、やはり、二人親世帯の配偶関係があるものと
比べると、低所得層のほうが、離婚率が高いの
で、どうしても、離婚したあとは。また、離婚し
た世帯の中での母親の就労状態は、非正規がどん
どん増えていますので、高学歴カップルが離婚し
て、もともと正社員の母親が一人親になるという
ことは、いまの日本の一人親世帯では、まだまだ
非常に少ないという状況にあると思います。
（Ｑ）　東京大学のイワモトです。阿部先生にお伺
いしたいのですが。出発点になるのに相対的貧困
率があるのですが。近年、日本ですと、中間層の
没落という形で、中位所得自体が大丈夫なのかな

という考えがあって。最低賃金で働く人が 50％
を超えると、賃金で見る相対的貧困率がゼロにな
り、みんな平等に貧困となりかねないので。相対
的貧困率に着目していくことの問題点が、いま、
あるのかどうか、1点お伺いしたいということと。
　それから、子どもの貧困率について、年齢層、
男女別で見たところで、男女差がありそうに見え
たのですが。子どもの貧困状態が男女で違うとい
うところは、想定しづらいというか、親の経済状
態で決まるような気がして。そこがあるのかどう
かということで。そうすると、子どもの健康の男
女差が、貧困の経路ですと、まず、貧困のところ
での男女だと、そのあと、貧困が健康に与える影
響の男女差、そこの掛け算になるので、その関係
がどうなっているのか、大まかに教えていただけ
ればと思います。よろしくお願いします。
（阿部）　まず、男女差のほうは、若干あるのです
が、私もそこの理由は、詳しくはブレイクダウン
していないのです。女子の子どもがあるほうが、
離婚率が高いということはあります、男子の子ど
もがある場合より。なので、一人親になる確率が
高くなってくるところもあると思います。また、
引き取られるときに、男親のほうに引き取られる
のは男の子のほうが多いということがあるかもし
れません。そういったところで男女差が出てくる
ことはあります。年齢が高くなってくると、圧倒
的に就学率や、結婚、家を出て行くこと、離家の
割合は男女差が相当ありますので。15歳以上だ
とそういった、子ども自身の行動による差が大き
く出てくると思います。
　相対的貧困率の問題ですが、相対的貧困線は、
この 30年間、どちらかというとちょっと上がっ
ているという状況で、それほど変わっていないの
ですが、私自身も、相対的貧困率を使うのは問題
があると思っています。それは、高齢者が増えて
いるからです。日本の中で相対的貧困線をポピュ
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レーションの全体で採りますが、高齢化率が 4

分の 1、3分の 1となってくる日本のような国と、
高齢化率がまだ 10％しかないような国を見たと
ころで、高齢者のほうが圧倒的に単身世帯も多い
ですし、貧困率も、特に女性では多いとなってく
ると、高齢者が多くなることによって相対的貧困
線が下がってくる可能性はあると思っています。
　でも、子どもがあるような年齢の世帯と、高齢
者の世帯とで、同じ貧困線で比べていいのかとい
うことは非常に大きな問題があると思います。そ
こは、たとえば、子どものある世帯の中での貧困
線を引き直すとか、そういう必要はあると思って
います。
（岸田）　そうしましたら、まだご質問したい方も

おられるかもしれませんが、時間が押しています
ので、ここでシンポジウムを締めさせていただき
たいと思います。
　このシンポジウムでは、子どもの健康と貧困に
関する研究動向と、データの課題について非常に
多方面から豊かな話ができたのではないかと思い
ます。パネリストの皆様、そしてフロアの皆様、
ありがとうございました。以上、今回の基調講
演、シンポジウム、大会企画を終わらせていただ
きたいと思います。
　皆様、どうもありがとうございました。

以上




