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特別寄稿

医療と介護:健康資本か5のアプローチ

南部鶴彦*

抄 録

高齢化とともに老人の健康資本は不可避的に磨耗せざるをえない。これによって医療(老人保健)だけでなく、医学的
な見地よりも広い意味で身体機能の衰弱をカバーするための介護ケアが必要となる。介護保険制度は老人が自立的に被保

険者として介護サービスを需要するものと想定している。そこでこの論文では、老人が医療及び介護サービスを自らの判

断で最適に選択するというモデルを構築した。このときキーとなるのが健康資本の概念で、健康人の健康資本の水準を

Hoとするとき、高齢化によって老人の健康資本は δという率で磨耗していると仮定する。すると t時点での老人の健康資
本Htは Ht={1-S )Ho と表現できる。

このような概念を導入することにより、介護保険制度の下で医療(老人保健)支出と介護支出との関係がどのように

変化するかを δを中心として分析し、要介護度の上昇が与える影響を明らかにした。

キーワード:健康資本、老人保健、介護サービス、磨耗率、介護保険制度

1 .健康資本の減耗

老人の健康水準をM.グロスマン型の健康資本の

概念を利用して表現する。グロスマンの原モデル

は健康人が初期の健康資本水準からスタートする

として、追加的にどれだけの健康への投資が効率

的かを分析するものである注l。老人の医療と介護

とを分析するにあたっては、このモデルとは異な

る側面を導入する。老人とは加齢によって健康資

本ストックが減耗している人々のグループと定義

する。健康資本ストックは物理的あるいは医学的

には、膨大な数の部品 例えば筋骨格、眼球、毛

髪などーから成り立っているものである。これら
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の部分は個人差があるにせよ、経年変化にさらさ

れざるをえない。そこで、平均的な老人を考えれ

ば、部品の劣化は自然の法則として避けられず、

それによってt時点での健康資本ストック Htはあ

る率で減耗してゆくものと考えられる。いまこの

減耗率を dとすると t時点での老人の健康資本ス

トックを次のように書くことができる。

Ht=(l-d)品 (1) 

ここで、 Hoとは平均的な個人が健康な状態にあ

るときの健康資本の水準と定義する。 dは年齢水

準や性別などによって異なるがこれらをここでは

捨象して、(1)は「老人」がータイプしかいない

という単純化を行なったものである。

さてここで医療と介護とを区別して分析するた

めに、老人の健康状態に応じて供給されるサーピ
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スを次のように分類する。まず医学的な観点から

なされる医療 (cure) とは、(1)の減耗分bHoに

対して行なわれるものとする。これに対して介護

とは老人の生活機能水準が医学的に見た減耗分を

上回って低下していて、医学上のcureには分類さ

れないが、現実的に必要とされるcareというサー

ビスと定義する。そこで老人の健康状態に応じて

次のような医療と介護のサービスが対応する。

bHo>O 
jー+医療のみ必要

(1 -b )Ho -Ht = 0 ) 

(1-b)Ho-Ht>O一一+医療と介護とが必要

bHo=O ー医療は不要

次に老人が医療と介護のサービスをどれだけ需

要するかについて次のようなモデルを考える。老

人は医療と介護のサービスを受けて、健康水準を

回復することによりその厚生水準は上昇する。こ

のとき次のような選択がなされることに注目しよ

う。健康資本の減耗という問題に直面していない

相対的に若い世代については、医療は一時的に低

下した健康資本水準を元の健康状態に回復させる

ものと見るのが妥当である。医療保険制度も難病

や奇病のケースを除いて基本的に低下したレベル

を100%回復させることを目的としている。とこ

ろが、老人については健康資本の減耗という別個

の問題がある。これを一般の資本ストックと比較

してみればその特異性が明らかとなる。経済活動

で使われる資本は機能の低下が部品からもたらさ

れるときは、部品を交換することでリニューアル

することができる。つまり 100%の復旧が部品の

みで可能である。ところが人体については、この

ような形での100%の回復は不可能である。老令

化がもたらす身体の衰弱はある程度までの回復し

か望みえない。したがって老人が医療サ}ピスと

して需要するのも、減耗分bHoの100y%(0くyく1)

とすることができる。介護についても医療と同様

のことが言える。医学的に定義される減耗分以上

に老人の身体機能が衰弱していることは往々にし

て起る。この衰弱分に対してケアが必要となるが

衰弱分を 100%ケアによってリカバ}することは

非常に難しい。そこで老人は介護についても

100%ではなくて100x%の回復によって効用をう

る (0くxく1) と考える。すなわち老人は医療と介

護サービスについてそれぞれ

(x [(1-b)品 -Htl， ybHo) (2) 

だけ健康を回復させることによる効用を得る。

2 .効用関数の形状

ここで老人の効用関数Uを次の変数によって定

義しよう。老人の経済的厚生水準は日常の生活に

不可欠な必需的商品と、前述の医療と介護のサー

ビスに依存するものとすると Uを次のように書く

ことができる。

U= U(Z，x[(1-b )Ho -Ht]， ybHゆ (2) 

Zは生活必需品のバンドルを示すものとし、そ

の価格をpとする。さらに介護と医療についてそ

れぞれx%、y%回復させるのに必要な単価をWl，

W2とする o Wl， W2は介護保険、医療保険の自己負

担分である。このとき老人の可処分所得をYとす

れば、予算制約は次式であたえられる。

Y孟pZ+ wlx[(1-b )Ho -Ht] + w2ybHo (3) 

分析を単純化するためにとりあえず生活必需品

Z はZという水準で一定であるとしよう。一部の富

裕層を除けば老人は年金で生活しているので、こ

のような仮定は妥当する。すると (3)を書き直し

た (4)の左辺は生活に必要な最低経費を控除した

後に医療と介護に投入できる予算の制約を示す。



Y-Pz孟wlx[(l-d )Ho -Htl +ω2ydHo (4) 

老人は自らの効用を最大にするようなxとyの配

分比率fとfとを選択する。 (4)から予算線は次

のようになる。

y=~01[(1- d)Ho -Htlx F 
一一一 ω'2dHo w2dHo 

ただしF=Y-pZ

(5) 

Fは医療・介護への支出可能な予算である。こ

こで、Ht/Hoを次のように定義する。

z =1-h (6) 

hは老人の健康資本が身体機能の面から見てど

れだけ減耗しているかを示す指標である。介護が

必要となる老人はHtがdHo以上に減耗していると

定義されているのでhとdについては次の関係が

成り立つ。

k>d (7) 

これを用いて (5)は次のように書き直せる。

y 14110-d)F/Ho 
=一一一一--<-X +一一一 (8) 

ω2d ω2d 

老人は医療・介護保険に加入した自立した被保

険者であると日本の制度は仮定している。したが

って老人は生活必需財Zを所与とした上で自らが、

xとyの水準を選択する。最適なxとyの水準は次の

図1の点Eで与えられる。

したがって老人が介護と医療に支払う金額は

介護費=ωlx*[(l-d)品 -Htl 

医療費=w2y*dHo 

となる。老人の意思決定に家族の意向が影響を

与えるとすれば、次のように考えられる。家族の

メンバーはいったん (x*，y*)が決まったときその

結果を判断し、それが家族とのコンクリフトを起

こさなければ (x*，yつはそのまま老人の意思決定

となる。もしコンフリクトがあるときは家族内の
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y 

F/Ho 
w2d 

O 

U 

U 

x 
x* 

図1

調整が必要であるが、このときには調整の最終結

果を反映するものとして図 1のuuは描かれてい

るとする。

3. 6と要介護度

ここで (7)式で定義されたhとdの関係につい

て考察しておこう。 hは医学的な観点よりも広い

意味で老人の身体能力の程度を示す指標である。

身体的衰弱は健康資本の減耗によって起ると考え

れば、 hとdの聞には次の (9)(10)の関係が想定

される。

k = k (d) 

dk/dd >0 

(9) 

(10) 

すなわち dの上昇はhの上昇をもたらすと仮定

することができる。しかしhの限界上昇率がdの

増大とともにどう変化するかは一義的には決定で

きない。ここで導入されたhは身体的機能の減耗

に対応しているので、介護保険制度から見れば要

介護度に相当する。そこで健康資本の減耗によっ

て身体的能力の低下つまり要介護度の上昇がどの

ように起るかを次の 2つのパターンに分けて考え

てみよう。次の図2と図3は要介護度がdの上昇
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によって逓増的に上昇するケースと逓減的に上昇

するケースを描いたものである。

図2のケ}スではhはdとともに逓増し、ある

dの水準を超えるとhは1つまり寝た切りのよう

な状態になる。つまり要介護度が4ないし 5にな

るというケースである。一方図3のケースは dの

上昇によってhつまり要介護度も上昇するがdが

極端に大きくなるときのみhもlの近傍に来ると

いうケースである。これら二つのケースではhの

δに関する弾力性が異なる。弾力性をOで示すと

すると

。dk/k
dJ/J 、.，，，

可
E
i

唱
E
A

〆

's、、

h 

1 

δ 
I O 

図2

h 

d 
45

0 

1 O 

図3

図2はhがlに至るまで0>1であり、図3では

θ<1である。前者はhがdに関して弾力的、後者

は非弾力的とよぶことにしよう。

ここで (8)のZの係数に着目する。これは予算

線の傾きを与えているが次のことに注意しよう。

k-J k 
一一一=一一 1=h
J J 

これを dで微分すると

dh k 
ー一 =っ(0-1) 
dJ d 

(12) 

(13) 

すなわち δが増加するとき傾き hが増加するか

否かは弾力性Oに依存する。そして

、dh
O孟1 ならは一一孟O

dJ 

， dh 
θ<1 ならは一一<0dJ 

(14) 

(15) 

このことから dが増大するとき 0が l以上なら

予算糠の傾きは急になり 0が l以下なら緩やかに

なることがわかる。

4.要介護度のインパクト

次に老人が選択する (x*，y*)がパラメータによ

ってどのように変化するかを順次検討する。前述

したように要介護度に対応するhは健康資本の減

耗率 dに依存している。そこでdが増大する一つ

まり平均的には高齢化が進み、老人の身体機能が

衰弱するーときの医療と介護サ}ピスへの需要の

変化を調べてみよう。

前節でみたように予算線の傾きはWlと仰を一定

とすると dによって変化する。 hとdに関する弾

力性Oが lよりも大のときと 1よりも小のときと

が次の図4と図5で示される。 δが上昇するとき

はy切片は下落するが、これは老人医療費w2oHo

の増大から当然である。

図4はOが 1以上のケースで予算線の傾きはd



の上昇により急となり、図5はOがl以下のケ}

スで新しい予算線は旧予算線と交わる。これは

(11)に則してみると図4では dの上昇以上にhの

上昇があってxの傾きは急となり、老人支出可能

領域が縮小すること、一方図5では dの上昇ほど

hは上昇しないので、介護に関するコストは相対

的に低下して予算線はtの水準以上では拡大する

ことを意味している。

このように dの上昇は予算線に異なる影響を与

えている。そこでrがどのように変化するかを直

観的に見るために次のような工夫をしてみよう。

老人保健費は要介護度が上昇しでも大きな変化が

ないというのがよく見られる現象である注2。そこ

y 

y* 

o x判 x* 1 
x 

図4 8> 1のケース

y 

y** 

y* 

O x' X x* x*** 1 
z 

図5 8<1のケース
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で分析を容易にするために老人医療費への配分費

y本は一定とする。するとfに対応する予算線上の

xの値は図4と図5のx**.x*柑で、示される。すなわ

ち弾力性Oが1よりも大のときは、介護への配分

比fは低下する。これは dの上昇によって老人の

予算線は一様に下方へシフトするから当然のこと

である。一方0が1以下のケ}スでは図4のよう

にyがy*のときは介護支出への配分比xは以前より

も増加してf紳となる。これは6が上昇するほどh

が上昇しないので、相対的に介護サービスが割り

安になる結果、図5の£よりも右側では予算線が

拡大するからである。しかし以上のようなfの変

化は、医療配分比y*が低いときに起こることであ

る。もしfがy帥のように高い水準にあると、。

が 1以下のケ}スでもfはxのようにより低い水

準へと低下する。

5 .介護支出と罷療支出への5の影響

前節で、はyを一定として直感的に見やすい分析

を行なったが、ここでより詳しい検討を行なう。

介護支出と医療支出の相対比が健康資本の減耗度

dの上昇によってどのような影響を受けるかは高

齢化という視点、から重要な問題である。人口に占

める高齢者の割合が大きくなるほど、マクロ的に

見てdの上昇は次のような連鎖的な影響を与える。

そこで次の視点からの分析が必要となる。

(1) dの上昇によるhの上昇の効果。

(2) dが上昇すればより多く老人が要介護度の

高いサービスに移行する。このときサービ

ス・メニューは増大するので介護サービス自

己負担分飢は上昇する。これが介護に与える

効果。

(3)介護サ}ピス自己負担分の上昇によって医

療サ}ピスへの代替があるとすれば医療への

交差弾力性の大きさ。さらに医療サービス自
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己負担分W2がdによって変化するが、ここで

は老人保健法によってその影響は軽微として

無視することにする。

さて(1)から (3) までの効果を見るために、

介護支出と医療支出の比をQとすると

Q =Zvzyt5Ho 
ωa[ (1 -δ)Ho-Ht] 

YWz 

k-t5 
XWl('" t5 V) 

ここで次の弾力性を定義しておく。

介護サ}ピス自己負担分の dに関する弾力性

の一空1 t5 -
W1 dt5 

介護サービスxの飢に関する自己価格弾力性

dx W1 

-η11 =-X dω1 

医療サ}ピスyのω1に関する交差価格弾力性

dy W1 

1712=----; dω1 

さてQの自然対数をとってこれを dについて偏

微分すると

1 8Q 1 
一一一=: [<jJ (1721 +η1 -1)一一一(0-1)] Q 8t5 t5L

'I" '/21"/11 ~I k-t5 

これを次のケースに分けることができる。

ケ}ス 1: 0 >1かつ η21+η11<1 

交差弾力性η21と自己弾力性η11の和が 1以下の

ときつまり介護から医療への代替が非弾力でかつ

健康資本の減耗とともに身体機能が急激に低下す

るときは、 8Q/8t5<0となる。すなわち介護支出

が相対的に増大して、比率Qは低下する。これを

先の図4のケースと比較してみよう。図4では医

療への配分比yを一定として、介護への配分比x

が減少することが示された。しかしOが1以上で

あるためにdが上昇すると介護へのニード (1-t5) 

Ho-Htの急激な増大がある。かつ弾力性が小さ

いので、仙の上昇によって支出額は増大する。これ

らの結果相対比Qは下落するのである。

ケ}ス 2:0<1かつ η21+η11 > 1 

。が l以下で身体機能の低下はゆるやかでかつ

交差弾力性と自己弾力性の和が 1以上というとき

は、 dの上昇にともなう価格弾力性の効果が働い

て、介護から医療への代替が起る。このようなこ

、8Q
とが可能であれば >0で相対比Qは上昇する。

θd 

しかし医療への代替が供給の面から可能か否かは

現実の制度上の問題である。医療側の供給が需要

に対応し切れないときは、このケースは現実的と

言えないであろう。

ケ}ス 3 0 < 1， 1721 +η11<1で

出(1-0) >ゆ(1-17 21 -17 11) 

ケース lのように各価格弾力性が小さくても h

とdの相対的な大きさによってはδQ/δt5>0とな

ることがある。一亙~ (1 -0 )の大きさはhとdにk-t5 

いくつかの数値をあてはめるとその変化が明らか

になる。

t5 = 0，1， k = 0.2のとき 2(1-0) 

δ= 0.4， k = 0.5のとき 4(1ー θ)

t5 = 0.8， k = 0.9のとき 9(1-0) 

以上のように健康資本の減耗度dと身体の衰弱

h 
度hとが大きいときは一一 (1-0)は急激に大きk-t5 

くなるので、。が 1以下でも 8Q/8t5>0が成り

立つ。これは図5での分析と対応している。もし

dとhは非常に大きく医療への配分比yが大である

ときは dの上昇は介護への配分比xを減少させる。

但しここでもケース 2と同じく、介護から医療へ



の代替可能性は医療側の供給能力に依存している

ことに注意せねばならない。

6 .代替か補完か

図1で、老人の選択する最適なxとyが求められた。

ここで効用関数についてより現実的な老人の置か

れた家族的環境の要素を導入しよう。前述したよ

うに老人の効用は老人自身だけでなく老人の厚生

を気づかう家族の効用にも影響されることがある。

効用関数Uの中に家族の気配りが含まれていると

すると、 Uは一様ではなく、家族環境に応じて異な

る曲率を持つことになる。換言すれば家族による

介入が効用関数に反映されるとすれば、同一の所

得水準で、あっても、最適な (x，y)の組み合わせは異

なる値をとる。すると次のように、同一の予算線

上にいくつかの均衡点を描くことができる(図6)。

Ulと仰を比べれば同じ所得水準Yであっても Ul

タイプの家計では介護よりも医療に多く支出し、

仰はその逆である。ただし医療と介護サービスの

供給に制約があれば、このようなZとyの選択の余

地は狭められることに注意せねばならない。この

ような制約があるにせよ、 Zとyのばらつきが同一

y 

U1 

U2 

y{ 

ー一一ー--1---ーー--l-ーーーー

y; I 
O | 

¥ x 
XI * ZJ JE3 * 

図6
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所得線上でおこりうるのは、日本の地域相互間

(例えば県と県との差あるいは同一の県でも市町

村での差)で介護に対する考え方の差異あるいは

カルチャーの差異があるところから発生すると考

えられる。

さらに生活必需品への支出額についても地域間

の差異があることに注意せねばならない。すなわ

ち老人の必要とする最低限の生活上の支出は、地

域ごとの物価水準が異なることによって変化す

る。その上に、老人の生まれ育った生活環境も必

要とする商品のバンドルZに影響を与えるはずで

ある。例えば、大都市圏と地方都市とでは必要と

されるバンドルZは異なり、同時に物価水準も異

なる。したがってモデルにおける

F=Y-pZ 

は地域によるぱらつきを生み出し、予算線は図

7のAA'、BB¥CC'のように複数本描ける。それ

ぞれの予算線上で地域聞のカルチャーの差が図7

のような複雑の均衡点イ、ロ、……をもたらすで

あろう。

各均衡点イ、ロ、……に対応して介護と医療へ

の支出額Elとあが次のように決定される。

y 

C 

B 

ノ‘。| ¥ ご〉 ¥ x 
A' B' C' 

図7



ってこれらの平均値を観察するときは、介護と医

療はあたかも破線でかこまれたようなトレンドが
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介護支出=El= W1Xパ(1-d )Ho -Ht] 

医療支出 =E2 = w2y/d Ho 
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あり補完関係が示唆されているように見える。し

かし予算線上について見ると介護と医療は必然的

に代替関係すなわち介護と医療いずれか一方は残

余という形であらわれる。これまでの実証分析に

ここでiはイ、ロ、ハ…に対応している。

所与の所得水準ものとでこれは次式を満たして

いる。

おいて、県単位の市町村デ}タをとると医療と介

護には代替的な関係があるが、都道府県デ}タで

は両者に正の関係があり補完的関係があることが

指摘されている加、このような事実は以上のモデ

yi -tiZi = Fi = W1Xi* [(1-d)Ho -Htl + W2y;* dHo 

すなわち

ル分析によれば矛盾するものではないことが指摘

Fi =Eli +E2i 

が成り立つ。

そこでこれを図8のように図示する。 できる。

7 .政策的含意

介護保険導入のあり方を論じていた1990年代の

政策決定過程で医療と介護間の境界線をどう引く

かは最大の課題の一つであった注4。そして介護保

険の導入により老人保健支出の削減が可能になる

という期待が一般的であったと言えよう。しかし

介護保険制度は老人が被保険者として独立してい

るということを制度上では出発点にしているか

図の45度線上の点は図アのイ、ロ、ハに対応す

る支出額である。

イ、ロ、ハは医療・介護への支出可能額のもっ

とも小さい地域、 ト、チ、リはそれがもっとも大

きい地域であるとしよう。各地域ごとにイ、口、

ハやト、チ、リの平均値をとると、各エリアで均

衡点の分布が極端に片寄っていなければ次の図9

のような介護と医療の組み合わせを示す (El，E2) 

を得ることができるはずである。

a， b， c， dは各予算線上の平均値を示す。したが

E2 E2 
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ら、介護保険制度の成立以後は老人が医療と介護

のサービスをどう選択するかは老人自身の意思決

定に依存する。したがって医療と介護への支出パ

タ}ンがどうなるかは、老人の効用関数と予算制

約によって決まり、ア・プリオリに両者の関係が

どうなるかは、モデルを明示した分析によらなけ

ればわからない。この論文では介護および老人保

健へのニ}ドの発生を、健康資本の減耗と身体機

能の全般的な衰弱という概念を用いて分析した。

この二つの概念は要介護度という政策上の指標と

対応させることができるので、高齢化にともなう

要介護度の全般的な上昇が介護および老人保健へ

の支出をどのように変化させるかを明示的にする

ことができる。さらにこのモデルでは老人に固有

の特性として老人は介護と医療への必要量の

100%を選択しないことを仮定している。健康資

本の水準の低下に対して100%の回復を求めるの

は相対的な若年層に限られると考えられるからで

ある。この仮定の導入によって老人自身の裁量

(ときには家族の介入によって修正される)が介

護と医療へ予算をどう配分するかを明らかにする

ことができる。最終的には介護費用と老人保健費

との比率が何によって決定されるかが問題とな

る。本論ではこの比率を健康資本の減耗率と結び

つけることができた。そしてこの概念をキィーと

して価格弾力性や要介護度などを連鎖的に分析の

枠組に導入し、医療と介護への支出パタ}ンがど

のように変わりうるかを明らかにすることができ

た。要介護度認定のあり方について今後政策的に

再検討がなされるとき、以上のような分析モデル

は不可欠な役割を果たすものと考えられる。
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1 Michael Grossman. “On the Concept of Health 
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2 例えば栃木県大田原市の介護給付レセプトと老人
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(6.73) 
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-An Economic Analysis of Aging by the Concept of Health Capital -

Tsuruhiko Nambu* 

Abstract 

It is generally observed由atthe physical capability tapers 0旺accordingto aging among the elderly people. We 

can describe this process by the application of也econcept of health capital. We assume that the health capital of the 

elderly continues to depreciate at the rate of d. Thus the health capital of the elderly at time t is written as below. 
H戸(I-d) Ho 

where Ho stands for the level of health capital when people are healthy. 
When people get older， some of them need physical cares as well as health care. In this paper the demand for 

health care and elderly care is derived by the maximization of utility function of the elderly that incorporates the 

rate of depreciation of health capital. This enables us to analyse how the ratio of health care expenditure to the 

elderly care expenditure will change according加 thefuture aging under the regime of the elderly care insurance 

system introduced in 2000. 

[key wordsJ Health capitaL Health care， Elderly care， Rate of depreciation， Elderly care insurance system 
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