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都道府県別パネルデータを用いた 

医療費増加要因の分析 

【研究要旨】 

 

Ⅰ 目的 

医療費に対する関心は高く、時系列分析やクロスセクション分析を行った調査研究も少な

くない。しかし、医療費がなぜ増えるのかという増加要因に関して、これらの研究で十分明

らかにされたとは言い難い。時系列分析は、一般的に所得の増加及び医療技術の進歩が医療

費増加の主因だとするものが多いが、国レベルの時系列分析は、都道府県などのより小さな

単位の個別性の存在を考慮していないという問題がある。一方、地域差に着目したクロスセ

クション分析の多くは単年度のデータの分析にとどまっているため、都道府県や市町村等の

個別性を制御した上での長期的な医療費増加要因を明らかにしているわけではない。結果と

して、時系列分析で指摘される所得などの変数と、クロスセクション分析で重要な地域差要

因とされる、医療供給関連をはじめとした諸変数との間の相対的重要度は不明なままである。 

また、医療費の増加要因の分析が主たる関心であるにも関わらず、これらの研究は医療費

水準ないし、増加額を被説明変数とする分析を行っており、むしろ政策的により重要な増加

率自体に着目したモデルを用いて分析を行っていない。医療費の増加率に与える諸要因の相

対的重要度を明らかにすることを目的として、都道府県国民健康保険医療費（老人医療費を

含む）を用いたパネルデータを用いた分析を行った。 

 

Ⅱ 方法 

都道府県単位の国民健康保険医療費データ（老人医療費を含む）を 38年分収集した。被説

明変数は、国民健康保険の指標として、まず、「一般」および、後期高齢者保険制度が施行さ

れる以前の「老人」、そして被保険者数を用いて「一般」と「老人」を合算した「一般・老人」

の１人当り療養諸費を選択した。さらに、「一般」「老人」区分別に「入院」「入院外」の１人

当り医療費（診療費）を加えた。説明変数としては、先行研究をレビューし、「医療供給関連

指標」「医療需要関連指標」「保健事業関連指標」「社会・経済関連指標」のカテゴリーに分け

た 37指標を選択した。 

パネルデータ分析に向けた第一段階の分析として、まず、それぞれの被説明変数、および

説明変数について、その特徴をつかむために、医療費等の推移が特徴的な８都道府県を抽出

し、収集した年度のうち、36 年間の推移を確認した。そのうえで、第二段階の分析として、

「一般入院」「一般入院外」「老人入院」「老人入院外」の４つの被説明変数ごとに、ステップ

ワイズ法および強制投入法の２段階による重回帰分析を各年毎に実施し、各変数の決定係数

を観察した。 

 以上の分析結果をもとに、カテゴリー別に説明変数を 9指標選択し、第三段階の分析とし

てパネルデータ分析を実施した。分析モデルは、増加率の乗法モデルをベースに構築した。

各説明変数の係数は医療費増加率に対する弾力性を示すことになる。病床数に関しては、病
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床規制が実質的に効果を持った 1991年以降の効果を見るために病床ダミーを、また、診療

報酬改定の医療費増加率に対する効果をみるために、年次ダミー変数を投入した。なお、全

変数の定常性が確認された。 

 

Ⅲ 結果 

分析の結果、診療報酬改定は医療費水準の増加をもたらす半面、増加率を抑制している可

能性があること、病床規制が国保医療費全般の増加率の上昇を抑制している可能性があるこ

と、保健師数が老人医療費の増加率の抑制に寄与している可能性があること、在院日数の短

縮化が老人入院医療費増加率を抑制している可能性があること、所得や死亡率が医療費増加

率を増加させる傾向があることが示唆された。さらに、民生委員訪問回数や老人クラブ会員

数など、ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）と考えられる指標についても、医療費の増

加率に一定の関連があることが確認された。 

本研究は、医療費の増加率に関する初の長期パネル分析であり、これまでの時系列分析、

クロスセクション分析で得られた知見を統合する結果を示すとともに、診療報酬改定の医療

費増加率に対する影響を定量的に観察したことに意義があると考えられる。 
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