
2012年度の介護保険制度改正と介護報酬改定

では、地域包括ケアシステムを構築する計画や施

設系サービスを補完的な存在とする計画が盛り込

まれ、高齢者が地域内で居宅系サービスをより効

率的に利用するための環境整備が急がれている。
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通所リハビリテーションの提供体制の整備が

介護費に与える影響

両角 良子＊1 鈴木 亘＊2 湯田 道生＊3 岩本 康志＊4

抄 録

本研究は、居宅系の介護サービスとしてその役割が重視されていながら、提供主体が偏在する通所リハビリテーショ

ンに着目し、新たな提供主体の登場が介護費や介護サービスの選択に与える影響をレセプトデータから検証した。

分析では、福井県の介護保険のレセプトデータを使用した。福井県では、2007年3月まで永平寺町・池田町・美浜

町・おおい町の4つの町に通所リハビリテーションの提供主体がなかったが、2007年4月より、おおい町で、従来か

らあった介護老人保健施設が通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの提供を始めた。そこで、

永平寺町・池田町・美浜町の住人をコントロールグループ、おおい町の住人をトリートメントグループとし、2006年

度と2007年度の介護費の平均値の比較や「差の差分（difference-in-differences:DID）」による推定から、新たな提供

主体の効果を検証した。

その結果、第一に、おおい町では、通所リハビリテーションの介護給付費が増加する一方、ほかの介護サービスの

介護給付費の合計額がそれ以上に減少することが集計値よりわかった。そのほかの町では前後での変化は小さく、お

おい町で観察された変化は通所リハビリテーションの提供開始によるものと考えられる。DIDによる最小二乗推定で

も、通所リハビリテーションの介護給付費が平均して1ヵ月あたり約1200円増加する一方で、それ以外の居宅系の

介護サービス等の介護給付費の合計額は、平均して1ヵ月あたり約5500円減少することがわかった。

第二に、通所リハビリテーション以外の居宅系の介護サービス等では、通所リハビリテーションと同様に介護給付

費が増加したサービスと、逆に減少したサービスが観察された。

以上の結果から、通所リハビリテーションに関しては、まったく提供主体がなかった自治体内で新たに提供主体が

現れると、通所リハビリテーションの介護給付費が増加する一方、それよりもはるかに、そのほかの介護サービスの

介護給付費が減少することがわかった。これは選択可能な介護サービスの種類が増えたことで、利用者がより自分に

合った介護サービスを選び、これまで生じていた必ずしもニーズに合致していない非効率な介護サービス需要が減少

したものと考えられる。すなわち、介護サービスの提供体制の整備が全体としての介護給付費を下げた事例として注

目すべきものと思われる。

キーワード：通所リハビリテーション、介護給付費、差の差分析
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その背景には、介護保険財政の悪化や療養病床で

の長期入院に対する財政負担、住み慣れた地域で

の継続的な生活を望む高齢者のニーズがある。

このように、居宅系サービスが重視される一方、

居宅系サービスの提供主体の立地の分布には偏り

があり、提供されている居宅系サービスの種類が

豊富な地域と種類が限られている地域とがある

（北島他（2001）1）、高橋･小田切･内田（2006）2）、

高橋・扇原（2009）3））。

本研究の目的は、利用者が提供主体まで移動し

て利用するタイプの介護サービスに着目し、提供

体制の整備が介護サービス需要に与える影響を検

証することである。利用者の居住地域で、特定の

介護サービスの提供主体が皆無または極端に少な

い場合には、要介護者の送り迎えをする家族の負

担や、送迎サービス・公共交通機関の利用で生じ

る各種の費用が増大するため、利用可能な介護サー

ビスの種類が実質的に制限されてしまう恐れがあ

る。そのため、このような状況の場合、近隣に提

供主体がない介護サービスに対して、潜在的な需

要の存在や、費用面や健康面で最適な状態が損な

われていることが考えられる。

ここでの分析では、福井県おおい町で起きた通

所リハビリテーション注1の提供状況の変化に関す

るイベントを一種の自然実験とみなし、イベント

が介護費に与えた影響を計測する。データを使っ

て具体的な影響を計測することは、介護サービス

の適切な提供体制のあり方を考える際の一つのエ

ビデンスとなる。

通所リハビリテーションを分析対象とする背景

には、2012年度の介護報酬改定の議論で、通所

リハビリテーションの利用者への自立支援の促進

が求められるとともに、通所リハビリテーション

が維持期（生活期）のリハビリテーションの受け

入れ先として期待されている点がある。通所リハ

ビリテーションは介護報酬改定でその役割が重視

される一方、その提供体制には地域間で大きな格

差があることが知られている。2011年10月31

日の社会保障審議会の介護給付費分科会の資料が

示すように、都道府県レベルでみても、要介護者

1000人あたりの請求事業所数が最も少ない県と

最も多い県では、約4.4倍の差があることがわかっ

ている注2。

本研究は、通所リハビリテーションの提供体制

に関するイベントとして、2006年4月に福井県

おおい町で、介護老人保健施設が通所リハビリテー

ションと介護予防通所リハビリテーションのサー

ビス提供を始めた点に注目する。福井県では、

2007年3月までおおい町・永平寺町・池田町・

美浜町の4つの町には通所リハビリテーション

の提供主体が存在しなかったが、2007年4月よ

り、おおい町で、従来からあった介護老人保健施

設が通所リハビリテーションと介護予防通所リハ

ビリテーションの提供を始めた。本研究では、通

所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテー

ションのサービス開始をトリートメント（介入）

の一種とみなし、永平寺町・池田町・美浜町の住

人をコントロールグループ（非介入群）、おおい

町の住人をトリートメントグループ（介入群）と

し、トリートメントの前後での各グループの介護

費の変動と利用する介護サービスの種類の変化を

分析する。

分析では、2006年度と2007年度の介護費の

平均値の比較や 「差の差分 （difference-in-

differences:DID）」による推定から、要介護認

定者にとって通所リハビリテーションが利用しや

すくなったことの効果を把握する。分析では、提

供の開始があったおおい町の住人の介護サービス

需要の変化は、サービスの提供開始の影響と、福

井県内の全市町に共通に加わる要因からの影響を

受けるが、提供開始がなかった永平寺町・池田町・

美浜町の住人の介護サービス需要の変化は後者の
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影響だけを受けるものと仮定する。このとき、各

グループ内でトリートメントの前後での介護費の

変化を求め、トリートメントグループでの変化か

らコントロールグループでの変化を差し引けば、

サービスの提供開始の影響だけを取り出すことが

できる。

使用するデータは、介護保険のレセプトデータ

である。福井県国民健康保険団体連合会が共同電

算処理で管理する調査客体の介護給付等レセプト

データで、2006年4月から2008年3月の給付

分のデータを使用する。このレセプトデータは、

被保険者番号をもち、かつ介護保険の介護認定を

受けている人で構成されており、分析では保険請

求額を使用する。

分析の対象期間を2006年度と2007年度に限

定することには、理由がある。2005年の介護保

険法改正と2006年4月からの施行で、介護予防

給付が新設されるとともに介護サービスの種類も

増加したことから、介護サービスの種類の範囲を

そろえるため、本研究では2006年4月以降を分

析対象とする。2007年4月にイベントが起きて

いることから、イベントの前後1年ずつを比較

してトリートメントの影響を計測する。

関連する研究として、本研究と同様にレセプト

データを使用し、医療資源の偏在が医療サービス

需要に与える影響を検証した野口（2010）4）があ

る。患者の地区住所から受診した医療機関までの

距離に着目した研究で、医療機関までの距離の長

さが入院外の通院回数の減少と1日当たりの診

療報酬点数の増加をもたらし、結果的に1ヵ月

間の医療費の総額を抑制するという結果を導出し

ている。また、湯田（2007）5）は、（社）日本経済

研究センターが実施した独自のアンケート調査か

ら、通院時間と待ち時間で生じる機会費用を計算

した上で、機会費用が医療サービス需要を有意に

抑制することを確認している。このほか、介護サー

ビス分野での関連研究として、山内（2004）6）、

湯田 （2005）7）、 Noguchiand Shimizutani

（2009）8）がある。これらの研究は、いずれも事業

者密度が高い地域で介護サービス需要が増加する

ことを示している。

本研究の特徴は、第一に、介護サービスについ

て自治体内での提供主体が0件から1件になっ

たイベントの影響を計測することで、提供体制の

変化と介護サービス需要の変化の間の因果関係を

明確にしている点があげられる。第二に、本研究

では、利用者側の移動時間と負担が大幅に軽減さ

れた町レベルのイベントと通所サービスを扱って

いる点があげられる。山内（2004）6）、湯田

（2005）7）、NoguchiandShimizutani（2009）8）

では、いずれも都道府県内の事業者密度を使用し

ており、供給側が移動主体となる訪問介護や介護

サービス全般を分析対象としている。

以下では、2節でおおい町の様子を紹介すると

ともに、おおい町・永平寺町・池田町・美浜町の

それぞれの人口分布や要支援者・要介護者の分布

を確認する。3節でデータの説明をし、4節で集

計値から観察される傾向を示す。5節で推定モデ

ルと推定方法を示し、推定結果を紹介する。最後

に6節で結論と今後の課題を述べる。

図 1は、福井県内の各市町の位置関係を表す

地図である。福井県は敦賀市東部の木ノ芽峠を境

として北部を嶺北、南部を嶺南と呼ぶ。分析対象

であるおおい町・永平寺町・池田町・美浜町のう

ち、おおい町と美浜町は嶺南に位置し、永平寺町

と池田町は嶺北に位置する。

本研究でトリートメントグループの自治体とし

て検討するおおい町は、2006年3月3日に大飯

郡大飯町と遠敷郡名田庄村が合併して誕生した町
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２．分析対象とする町の特徴
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図1 福井県の地図

注：国土交通省国土地理院の「電子国土Webシステム」で試験公開中の「電子国土Web.NEXT（試験公開）」の白
地図を加工して作成した。http://portal.cyberjapan.jp/index.html （2012年11月22日閲覧）

図2 おおい町の地図

注：国土交通省国土地理院の「電子国土Webシステム」で試験公開中の「電子国土Web.NEXT（試験公開）」のカ
ラー地図を加工して作成した。http://portal.cyberjapan.jp/index.html （2012年11月22日閲覧）



である。旧大飯町は臨海部に位置し、旧名田庄村

は内陸部に位置する。図2はおおい町の地図で

ある。旧大飯町側から福井県道16号坂本高浜線

を利用すると、途中から旧名田庄村の地域となる。

旧大飯町側には、おおい町役場やJR若狭本郷

駅、大飯原子力発電所とその関連施設があるほか、

「おおい町保健・医療・福祉総合施設なごみ」と

「介護老人保健施設なごみ」が隣接している。お

おい町保健・医療・福祉総合施設なごみの1階

部分には診療所とおおい町役場なごみ保健課の保

健福祉センターがあり、2階部分には病棟とグルー

プホームがある。診療所部分は、内科・呼吸器科・

消化器科（胃腸科）・小児科・外科・整形外科・

放射線科を備えている。旧大飯町から近隣の市町

へのアクセスは、敦賀と東舞鶴を結ぶJR小浜線

または自動車が中心となっている。

旧名田庄村側には、おおい町役場名田庄総合事

務所（旧名田庄村役場）と道の駅名田庄があるほ

か、「あっとほーむいきいき館」という複合施設

がある。この施設には、おおい町国民健康保険名

田庄診療所のほか、歯科診療所、訪問・通所介護

事業所、国民健康保険総合保健施設、多目的室等

があり、旧名田庄村の住人にとって医療・介護・

福祉のセンター的な役割を果たしている。旧名田

庄村から近隣の市町へ移動する際には、国道162

号線で小浜市に出ることができる。道の駅名田庄

とおおい町名田庄町営ホテル流星館の前から路線

バスが出ており、この路線バスが小浜市までの唯

一の公共交通機関となっている。旧大飯町側へ向

かう際には、福井県道16号坂本高浜線で石山坂

峠を越えて旧大飯町側に出ることになるが、坂道

やヘアピンカーブ、一車線の箇所が多い上に、冬

場は一部通行止めになることが多い。そのため、

旧名田庄村と旧大飯町の間は移動に苦労する地形

となっている。また、旧名田庄村は福井県と京都

府の県境に位置するが、旧名田庄村から小浜市を

経由せずに京都府に行く公共交通機関はなく、京

都府側に行く場合には国道162号線で堀越トン

ネル・堀越峠を越えなければならない。このため、

おおい町の住人が京都府の医療機関や介護サービ

ス事業者を利用することは通常はなく、福井県の

みのデータを使用しても深刻な越境問題は生じな

いと考えられる。

以下では、具体的な分析の前に、トリートメン

トグループの町とコントロールグループの町のそ

れぞれの年齢階層別の人口分布（表1）と要支援・

要介護者の分布（表2）を確認する。

表1は、2006年4月1日時点の各町の40歳

以上人口と高齢者人口について、総数と人口総数

に占める割合を示している。いずれの町も65歳

以上人口が20％を大きく超え、65～74歳の前期

高齢者の割合も10％を超えている。75歳以上の
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表1 人口分布

町名 人口総数
40歳以上 65歳以上 65～74歳 75歳以上

人口 割合 人口 割合 人口 割合 人口 割合

トリートメントグループ

おおい町 9198 5365 58.3 2398 26.1 1080 11.7 1318 14.3

コントロールグループ

永平寺町 20377 11375 55.8 4863 23.9 2388 11.7 2475 12.1

池田町 3593 2424 67.5 1352 37.6 600 16.7 752 20.9

美浜町 11317 6982 61.7 3112 27.5 1436 12.7 1676 14.8

注1：2006年4月1日時点の「住民基本台帳」および「外国人登録原票」による市町村集計に基づく。
注2：単位は、人口は人、割合は％である。



後期高齢者の割合は池田町で20.9％とやや高め

であるが、それ以外はほぼ同様である。また、

表2の要支援・要介護者の分布は、要支援1と

要支援2の合計の割合がおおい町で18％、永平

寺町で22％、池田町で37％、美浜町で20％と

なっており、池田町の割合がやや高くなっている。

要介護1から要介護5に関しては、いずれの町

でも要介護5の割合が相対的に低く、そのほか

は要介護1から要介護4のいずれかに偏りなく

分布していることがわかる。そのため、人口や要

支援者・要介護者の分布においてグループ間での

大きな異質性は観察されないことから、分析で

DIDを使用する。

本研究では、福井県国民健康保険団体連合会が

共同電算処理で管理する調査客体の介護給付等レ

セプトデータを使用する注3。このレセプトデータ

は、介護保険の被保険者番号をもち、かつ介護保

険の介護認定を受けている人によって構成されて

いる。それぞれの個人について、サービスの提供

年月、性別、年齢、要介護度、保険請求額等の情

報が含まれている。分析では1ヵ月あたりの介

護給付費（保険請求額）を使用する。2007年4

月におおい町の介護老人保健施設なごみが通所リ

ハビリテーションと介護予防通所リハビリテーショ

ンの提供を始めたため、その前後1年に着目し、

2006年4月から2008年3月の給付分の月次デー

タを使用する。

分析では、要介護1から要介護5の利用者を

対象とする通所リハビリテーションとそれ以外の

介護サービスに焦点を当てる。参考として、一部、

要支援1と要支援2の利用者を対象とする介護

予防通所リハビリテーションとそれ以外の介護サー

ビスも確認する。経過的要介護は分析から除き、

通所リハビリテーション以外の介護サービスとし

て、通所リハビリテーションと同様に日常的に利

用される居宅系の介護サービス等を考える。対象

とするのは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、

通所リハビリテーションの提供体制の整備が介護費に与える影響 133

３．データ

表2 要支援者・要介護者の分布

町名
認定者
総数

要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1

認定者 割合 認定者 割合 認定者 割合 認定者 割合

トリートメントグループ

おおい町 348 25 7.2 36 10.3 0 0.0 56 16.1

コントロールグループ

永平寺町 830 119 14.3 66 8.0 8 1.0 160 19.3

池田町 193 33 17.1 38 19.7 0 0.0 27 14.0

美浜町 472 30 6.4 66 14.0 0 0.0 87 18.4

注：福井県庁「福井県における高齢者、国民健康保険、老人医療の統計資料」の「平成18年度分 統計資料 介護保険関係資料 一般状況」より作成し
た。http://www.pref.fukui.jp/doc/kourei/kokuhotoukeitop.html#six （2012年3月9日閲覧）

町名
要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

認定者 割合 認定者 割合 認定者 割合 認定者 割合

トリートメントグループ

おおい町 76 21.8 61 17.5 54 15.5 40 11.5

コントロールグループ

永平寺町 123 14.8 114 13.7 135 16.3 105 12.7

池田町 26 13.5 23 11.9 27 14.0 19 9.8

美浜町 72 15.3 86 18.2 66 14.0 65 13.8



訪問リハビリテーション、通所介護、短期入所生

活介護、短期入所療養介護（介護老人保健施設）、

短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）、居

宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、認知症対

応型通所介護である。また、介護予防通所リハビ

リテーション以外の介護サービスも同様に考え、

介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療

養介護（介護老人保健施設）、介護予防短期入所

療養介護（介護療養型医療施設等）、介護予防居

宅療養管理指導、介護予防訪問介護、介護予防訪

問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リ

ハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介

護を対象とする。ここでは65歳以上の標本に限

定して分析する。

以下ではまず、集計値から観察される結果を紹

介する。

表3は通所リハビリテーションとそれ以外に

ついて、各町の2006年度と2007年度の1ヵ月

あたりの介護給付費（保険請求額）の平均と標準

偏差を示したものである。要支援1・要支援2と

要介護1から要介護5までの65歳以上の標本に

限定している。まず、通所リハビリテーションの

介護給付費をみると、おおい町では1ヵ月あた

りの平均が2006年度に551円であったものが

2007年度には1657円となっており、約1000

円増加している。この2006年度と2007年度の

平均値の差は統計的に有意な差である。それに対

し、永平寺町・池田町・美浜町ではこのような増

額は観察されない。また、通所リハビリテーショ

ン以外では、おおい町では1ヵ月あたりの平均

が2006年度に41589円であったのが、2007年

度には37496円となって約4000円減少し、統

計的に有意な差であるのに対し、永平寺町・池田

町・美浜町ではこのような減額は観察されない。

このことから、おおい町では、通所リハビリテー

ションの提供が始まったことで、要介護者が従来

使用していた介護サービスの一部を通所リハビリ

テーションに代替させたと推測される。

参考として、介護予防通所リハビリテーション

とそれ以外についても、介護給付費の平均と標準

偏差を示している。介護予防通所リハビリテーショ

ンは、おおい町では0円（2006年度）から1533

円（2007年度）に増加しているのに対し、池田

町・美浜町では減少が顕著であり、増加はおおい

町だけで観察される傾向である。介護予防通所リ

ハビリテーション以外でも、おおい町で13604

円（2006年度）から10886円（2007年度）へ

の約3000円の減少が観察される一方、永平寺町・

池田町・美浜町ではそれぞれ約 1500円・約

3000円・約500円の増加がみられることから、

減少もおおい町のみで観察される傾向である。そ

のため、通所リハビリテーションの場合と同様、

介護予防通所リハビリテーションでも提供が始まっ

たことで、要支援1・要支援2の要支援者が利用

する介護予防サービスを変えたことが推測される。

では、通所リハビリテーション以外の介護サー

ビスでは、具体的にどのサービスの介護給付費が

減少し、どの介護サービスの介護給付費が増加し

たのだろうか。表4は介護サービス別に1ヵ月

あたりの介護給付費の平均値をまとめたものであ

る。おおい町で顕著に増加が観察され、差が統計

的に有意であるのは、短期入所療養介護（介護老

人保健施設）のみで、顕著に減少が観察され、差

が統計的に有意であるのは、訪問看護・通所介護・

居宅療養管理指導である。これらの結果に対して、

短期入所療養介護（介護老人保健施設）について

は、介護老人保健施設が通所リハビリテーション

の提供を始めたため、利用者が通所リハビリテー

ションと短期入所療養介護（介護老人保健施設）

医療経済研究 2012Vol.24No.2134

４．集計値から観察される結果
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表3 1ヵ月あたりの介護給付費（保険請求額）

町名
通所リハビリテーション 通所リハビリテーション以外

標本数 平均 標準偏差 標本数 平均 標準偏差

トリートメントグループ

おおい町

2006年度 3444 500.7 6633.4 a 3444 41588.9 60086.9 a

2007年度 3893 1657.4 11596.0 3893 37495.9 59128.2

コントロールグループ

永平寺町

2006年度 7988 2067.8 13843.2 7988 45205.6 65833.5

2007年度 7983 1766.7 13026.8 7983 45835.5 68426.9

池田町

2006年度 2022 613.2 6121.5 2022 31296.5 57968.9 c

2007年度 1955 645.9 8229.2 1955 34824.0 62987.0

美浜町

2006年度 5374 230.0 3907.7 5374 29675.3 53392.1

2007年度 5396 310.0 4493.8 5396 30361.1 56488.3

永平寺町・池田町・美浜町

2006年度 15384 1234.6 10512.8 15384 37952.4 61192.7

2007年度 15334 1111.2 10225.1 15334 38986.2 64176.4

標本の属性 要介護1～要介護5 要介護1～要介護5

注1：介護給付費の単位は円である。
注2：標本数の単位は人である。
注3：通所リハビリテーション以外は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護（介

護老人保健施設）、短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護の合算である。
注4：介護予防通所リハビリテーション以外は、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）、介護予防短期入所療

養介護（介護療養型医療施設等）、介護予防居宅療養管理指導、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問
リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護の合算である。

注5：標本数は12ヵ月分の合計である。
注6：2006年度と2007年度の平均値に差があるかどうかを、平均値の差の検定で確認した。aは1％有意、bは5％有意、cは10％有意を表す。

町名

（参考）
介護予防通所リハビリテーション

（参考）
介護予防通所リハビリテーション以外

標本数 平均 標準偏差 標本数 平均 標準偏差

トリートメントグループ

おおい町

2006年度 523 0.0 0.0 a 523 13604.2 20746.7 b

2007年度 797 1533.1 7502.7 797 10885.5 18418.8

コントロールグループ

永平寺町

2006年度 1444 656.7 4421.8 1444 13005.8 16261.4 a

2007年度 2401 622.3 4531.8 2401 14670.8 17756.6

池田町

2006年度 585 1026.8 6817.7 c 585 17410.0 19566.9 a

2007年度 934 499.6 4805.4 934 20574.3 21955.7

美浜町

2006年度 866 596.4 4582.5 a 866 18152.7 20296.5

2007年度 1499 0.0 0.0 1499 18764.2 21434.9

永平寺町・池田町・美浜町

2006年度 2895 713.4 5042.9 a 2895 15435.4 18389.8 a

2007年度 4834 405.6 3838.3 4834 17080.8 19954.0

標本の属性 要支援1・要支援2 要支援1・要支援2



を合わせて利用したと推測される。また、減少し

たサービスの一つである通所介護は、部分的に通

所リハビリテーションと共通する内容を含んでい

る。これは、潜在的に通所リハビリテーションを

必要としていたが、提供主体がないためにこれま

で通所介護を利用していた人が、通所リハビリテー

医療経済研究 2012Vol.24No.2136

表4 各サービス別の1ヵ月あたりの介護給付費（保険請求額）

町名 標本数 訪問介護
訪問入浴
介護

訪問看護
訪問リハビリ
テーション

通所介護
短期入所
生活介護

トリートメントグループ

おおい町

2006年度 3444 8530.8 1112.9 2988.4a 215.5 17611.7b 10065.7

2007年度 3893 7506.7 1017.3 2119.0 288.4 16221.6 9036.6

コントロールグループ

永平寺町

2006年度 7988 6057.1a 187.9 1713.5 127.4 27079.2b 6528.9

2007年度 7983 4581.7 220.5 1500.1 133.7 28789.9 6484.4

池田町

2006年度 2022 7560.2 0.0－ 2492.2 0.0－ 12162.1 8768.1

2007年度 1955 8745.6 0.0 3154.3 0.0 13592.5 9039.8

美浜町

2006年度 5374 5790.8c 849.2a 2018.7 146.4a 15701.2a 4360.1

2007年度 5396 6775.9 1483.7 2273.0 27.8 13902.2 4961.3

永平寺町・池田町・美浜町

2006年度 15384 6161.6 394.2a 1922.4 117.3c 21143.9 6065.6

2007年度 15334 5884.7 636.9 1983.0 79.4 21613.4 6274.2

注1：介護給付費の単位は円である。
注2：標本数の単位は人である。
注3：数値は平均値を表す。
注4：標本数は12ヵ月分の合計である。
注5：2006年度と2007年度の平均値に差があるかどうかを、平均値の差の検定で確認した。aは1％有意、bは5％有意、cは10％有意、－は検定

不能を表す。

町名 標本数
短期入所療養介護

（介護老人保健施設）
短期入所療養介護

（介護療養型医療施設等）
居宅療養管理指導 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護

トリートメントグループ

おおい町

2006年度 3444 319.6a 29.1 715.1a 0.0－ 0.0－

2007年度 3893 768.0 0.0 538.5 0.0 0.0

コントロールグループ

永平寺町

2006年度 7988 947.5 323.0 77.7 0.0－ 2163.5

2007年度 7983 937.3 487.5 70.2 0.0 2630.3

池田町

2006年度 2022 0.0－ 11.3 302.7 0.0－ 0.0－

2007年度 1955 0.0 36.2 255.5 0.0 0.0

美浜町

2006年度 5374 507.8 288.8 12.4 0.0－ 0.0－

2007年度 5396 687.1 231.4 18.8 0.0 0.0

永平寺町・池田町・美浜町

2006年度 15384 669.4 270.1 84.4 0.0－ 1123.4

2007年度 15334 729.8 339.8 75.7 0.0 1369.4



ションを利用するようになったと推察される。

前節の集計結果から大まかな傾向を把握した上

で、本節では計量モデルを使って、説明変数で個

人属性をコントロールし、通所リハビリテーショ

ンのサービス提供が介護費にもたらす影響を検証

する注4。

分析では、通所リハビリテーションの介護給付

費を被説明変数とする推定と、通所リハビリテー

ション以外の介護給付費の合計額を被説明変数と

する推定を行う。

本研究では介入効果を DID（difference-in-

differences）の推定モデルで評価するため、デー

タをパネルデータ（paneldata）ではなく、逐

次クロスセクションデータ（repeated cross

sectiondata）として扱う。DID推定の考え方

によるため、具体的には以下の推定式を最小二乗

法で推定する注5。

iは個人i、tは時点tを表し、yiは介護給付費

の観測値、β0は定数項、β1、β2、β3、βはい

ずれも係数で、βは係数の行列を表す。dOhiiは

おおい町ダミーで、個人iがおおい町の住人なら

ば1、永平寺町・池田町・美浜町の住人ならば0

をとるダミー変数である。d2007tは2007年度ダ

ミーで、データが2006年4月から2007年3月

のいずれかの月であるならば0、2007年4月か

ら2008年3月のいずれかの月であるならば1を

とるダミー変数である。uitは誤差項で、E［uit］＝0、

cov（uit,dOhii）＝0、cov（uit,d2007t）＝0、cov（uit,

dOhii・d2007t）＝0を仮定する。Xitは行列を表し、

おおい町ダミーや2007年度ダミー以外の説明変

数である男性ダミー、年齢、要介護ダミーを表す。

また、極端に標本数が小さくなることを避けるた

め、2006年度と2007年度の途中月から資格を

得る標本や途中月で資格を喪失する標本も推定の

対象とする。

表5は推定に使用した標本の基本統計量と各

説明変数の解説をまとめたもので、表6は推定

結果を示している注6。

推定結果より、大きく二つの点が確認できる。

第一に、通所リハビリテーションの介護給付費を

被説明変数とする推定式では、2007年度ダミー

とおおい町ダミーのクロス項の係数が正に有意で

ある。すなわち、サービスの提供によって介護給

付費が統計的に有意に増加すると言える。係数の

数値が1204.8であるため、通所リハビリテーショ

ンの提供による増加額は約1200円である。第二

に、通所リハビリテーション以外の介護給付費を

被説明変数とする推定式では、2007年度ダミー

とおおい町ダミーのクロス項の係数が負に有意で

ある。すなわち、通所リハビリテーションの提供

によって、通所リハビリテーション以外の介護給

付費が統計的に有意に減少するという結果が得ら

れたと言える。係数の数値が－5498.1であるた

め、減少額は約5500円であることがわかる。通

所リハビリテーションの提供によって、約1200

円増額すると同時に約5500円減額することから、

要介護者が利用する介護サービスの種類を変更さ

せているとともに、介護給付額が平均的にみて大

幅に減少することがわかる。この結果は4節の

集計値とも整合的である。本節の分析では、個人

属性を説明変数としてコントロールしているため、

提供主体が現れたことによる厳密な効果を議論す

る際には、本節で得た推定結果の数値を参照する

ことが望ましい。

そのほかの説明変数をみると、年齢といくつか

のダミー変数がいずれも統計的に有意である。男
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５．推定方法と推定結果

yit＝β0＋β1dOhii＋β2d2007t＋β3dOhii･d2007t＋

βXit＋uit



性ダミーは、通所リハビリテーションと通所リハ

ビリテーション以外の両方で正である。これは男

性の要介護高齢者が女性の要介護高齢者と比べて

介護給付費がより高くなることを意味する。通所

リハビリテーションでの係数は939.5、通所リハ

ビリテーション以外での係数は992.3であるた

め、両方合わせて2000円程度、介護給付費が男

性で高くなることを意味する。

要介護ダミーは、要介護1をレファレンスグ

ループとしており、通所リハビリテーションでは、

医療経済研究 2012Vol.24No.2138

表5 推定で使用する標本の基本統計量

変数 平均 標準偏差 最小 最大

被説明変数

介護給付費：通所リハビリテーション 1166.25 10227.38 0 205200

介護給付費：通所リハビリテーション以外 38651.34 62117.58 0 329223

説明変数

男性ダミー 0.32 0.47 0 1

年齢 84.18 7.31 65 108

2007年度ダミー 0.51 0.50 0 1

おおい町ダミー 0.19 0.39 0 1

2007年度ダミー×おおい町ダミー 0.10 0.30 0 1

要介護2ダミー 0.20 0.40 0 1

要介護3ダミー 0.19 0.39 0 1

要介護4ダミー 0.18 0.38 0 1

要介護5ダミー 0.17 0.37 0 1

標本数（2006年度・2007年度の2年分） 38055

注1：介護給付費の単位は円である。
注2：標本数の単位は人である。
注3：男性ダミーは、標本が男性の場合に1、女性の場合に0とする。
注4：2007年度ダミーは、2007年度のデータを1、2006年度のデータを0とする。
注5：おおい町ダミーは、おおい町の標本の場合に1、永平寺町・池田町・美浜町の標本の場合に0とする。
注6：2007年度ダミー×おおい町ダミーは、2007年度ダミーとおおい町ダミーの交差項である。
注7：要介護2ダミーは、標本が要介護2の場合に1、それ以外の場合に0とする。要介護3ダミー、要介護4ダミー、要介護5ダミーも同様である。

レファレンスグループは、要介護1の標本である。

表6 推定結果

被説明変数
通所リハビリテーション
介護給付費（保険請求額）

通所リハビリテーション以外
介護給付費（保険請求額）

説明変数 係数 t－値 p－値 係数 t－値 p－値

男性ダミー 939.54 8.10 0.000 a 992.34 1.41 0.158

年齢 －28.26 －3.82 0.000 a －338.51 －7.55 0.000 a

2007年度ダミー －111.69 －0.96 0.340 444.28 0.63 0.531

おおい町ダミー －705.46 －3.67 0.000 a 3042.16 2.61 0.009 a

2007年度ダミー×おおい町ダミー 1204.77 4.54 0.000 a －5498.13 －3.41 0.001 a

要介護2ダミー 797.68 5.15 0.000 a 12413.61 13.22 0.000 a

要介護3ダミー 327.07 2.07 0.039 b 12848.48 13.41 0.000 a

要介護4ダミー －563.98 －3.52 0.000 a 9252.36 9.53 0.000 a

要介護5ダミー －440.94 －2.70 0.007 a 2806.46 2.83 0.005 a

定数項 3270.59 5.13 0.000 a 59632.23 15.44 0.000 a

修正済みR2 0.005 0.009

標本数（2006年度･2007年度の2年分） 38055 38055

注：aは1％有意、bは5％有意を表す。



要介護2ダミーと要介護3ダミーが正に有意で、

要介護4と要介護5が負に有意である。これは、

通所リハビリテーションにおいて、要介護1に

比べて、要介護2と要介護3で積極的に利用さ

れ、要介護4と要介護5では逆に利用されてい

ないことを表している。要介護4と要介護5は

かなり状態が重度であるため、そもそも通所リハ

ビリテーションへの需要が少なく、要介護2と

要介護3は介護給付費の上限額が要介護1より

も高いため、より多く利用していることが考えら

れる。また、通所リハビリテーション以外では、

要介護2から要介護5のすべてのダミー変数が

正に有意である。これは、要介護1と比べて要

介護2から要介護5では介護サービスへの需要

が大きいことや、要介護2から要介護5の介護

給付費の上限額が要介護1の介護給付費の上限

額よりも高いことが、影響していると考えられる。

本研究は、2007年4月に福井県おおい町の介

護老人保健施設が通所リハビリテーションの提供

を始めたことで、2006年度と2007年度で、介

護費や利用する介護サービスの種類がどのように

変化したかを検証した。

その結果、大きく二つの点が観察された。第一

に、通所リハビリテーションの提供開始というイ

ベントが生じたことで、提供されたおおい町では、

通所リハビリテーションの介護給付費が増加する

一方、ほかの居宅系の介護サービス等の介護給付

費の合計額がそれ以上に減少することがわかった。

提供されていない永平寺町・池田町・美浜町では、

このイベントの前後で変化が小さかったことから、

おおい町で観察された変化は、通所リハビリテー

ションの提供開始によるものと考えられる。DID

推定より、通所リハビリテーションの介護給付費

が平均して1ヵ月あたり約1200円増加する一方、

それ以外の居宅系の介護サービス等の介護給付費

の合計額は、平均して1ヵ月あたり約5500円減

少することがわかった。

第二に、通所リハビリテーション以外の居宅系

の介護サービス等の中で、通所リハビリテーショ

ンと同様に介護給付費が増加したサービスと、逆

に減少したサービスがあることが観察された。増

加したものは短期入所療養介護（介護老人保健施

設）であり、減少したものは訪問看護、通所介護、

居宅療養管理指導である。減少したもののうち、

通所介護は通所リハビリテーションと部分的にサー

ビス内容が近いことが影響したと考えられる。

以上より、通所リハビリテーションに関しては、

まったく提供主体がなかった自治体内で新たに提

供主体が現れると、通所リハビリテーションの介

護給付費が増加する一方、それよりもはるかに、

ほかの介護サービスの介護給付費が減少すること

がわかった。これは選択可能な介護サービスの種

類が増えたことで、利用者がより自分に合った介

護サービスを選び、これまで生じていた必ずしも

ニーズに合致していない非効率な介護サービス需

要が減少したものと考えられる。すなわち、適切

な介護サービスの供給がむしろ全体としての介護

給付費を下げた事例として注目すべきものと思わ

れる。

今後の課題としてはイベントの影響が一時的な

ものか、継続的なものかを識別することや、提供

主体や提供主体によって提供される介護サービス

の偏在化が健康状態に与える影響を検証すること

が考えられる。
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宮辰弥氏と、おおい町国民健康保険名田庄診療所の中

村伸一医師からは、おおい町の旧大飯町地区と旧名田

庄村地区の医療・介護の現状について分析の際に意識
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般-008）と科学研究費補助金（基盤研究B）「持続可能

な医療・介護保険財政と効率的なサービス提供体制の
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注
1 通所リハビリテーションは、介護保険法の第8条

第8項が定めるように、居宅要介護者の心身の機能

の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための

医学療法や作業療法、その他の必要なリハビリテー

ションを提供する介護サービスである。

2 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001

tonu-att/2r9852000001tp1x.pdf（2012年 11月 22

日閲覧）。

3 データの提供を受ける際には、個人情報保護のた

め、福井県国民健康保険団体連合会が具体的な個人

番号に代わるランダムな番号を割り当て、研究者側

が個人を特定することができない措置をとった。ま

た、対象者が極めて少ない等の理由から、個人が特

定される可能性があると行政が判断した一部の項目

は、データの提供が行われていない。

4 介護予防通所リハビリテーションは一部の町で利

用者が少ないため、計量分析を行わない。

5 通所リハビリテーションの介護給付費は0円の標

本が多いという特徴があり、本来は打ち切りデータ

（censored data）を考慮したトービットモデル

（Tobitmodel）等の活用が適切であると思われる。

しかしながら、トービットモデルにおいて、DIDの

交差項の限界効果を評価するためには、非線形性を

考慮するためにかなり複雑な形になるものと考えら

れる。このため、便宜的に、限界効果の解釈が容易

な線形モデルの推定を採用することにした。ちなみ

に、ロジットモデル（logitmodel）におけるDID

についても、同様の非線形性の問題が生じるが、

Liu,Dow,andNorton(2004)9）は、やはり解釈が

容易な線形確率モデルを用いることを推奨している。

6 表6の推定結果では、おおい町・永平寺町・池田

町・美浜町の標本のデータを使用している。このほ

か、嶺南に位置するおおい町と美浜町の標本のデー

タに限定して、同じように推定を行ったが、定性的

には表6と同様の結果を得た。
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TheEffectofSecuringOutpatientRehabilitationServicesfor
Long-term CareonLong-term CareExpenditure

RyokoMorozumi,Ph.D＊1,WataruSuzuki,Ph.D＊2,

MichioYuda,Ph.D＊3,YasushiIwamoto,Ph.D＊4

Abstract

Usingthelong-termcareinsuranceclaimdataofFukuiPrefecture,thisstudyinvestigateshownewlyprovided

long-termcareservicesaffectthelong-termcareexpendituresofresidents.

UntilMarch2007,4townsinFukuiPrefecture,Eiheiji,Ikeda,Mihama,andOhi,didnothaveoutpatient

rehabilitationprovidersforlong-termcare.InApril2007,anexistingproviderofalong-termcarehealthfacility

inOhiexpandeditsservicestoincludeoutpatientrehabilitationforlong-termcare.

Weregardedsamplesfrom Eiheiji,Ikeda,andMihamaasthecontrolgroup,andthosefrom Ohiasthe

treatmentgroup.Ouranalysiscomparedbothgroupstodeterminetherespectiveaveragesoflong-term care

expenditurein2006and2007.Tomeasuretheeffectofserviceexpansiononlong-termcareexpenditures,we

estimatedtheordinaryleastsquareswithadifference-in-differences(DID)specification.

Twofindingsareevidentfromtheanalysis.First,theaverageexpenditureofoutpatientrehabilitationforlong-

termcareincreased,whilethatofin-homelong-termcareservicesdecreasedinOhifrom2006to2007,butnot

inothermunicipalities.TheeconometricanalysisusingDID showedthattheintroductionofoutpatient

rehabilitationforlong-term careincreasedrehabilitationserviceexpendituresby1200yenpermonth,and

decreasedin-homelong-termcareserviceexpendituresby5500yenpermonth.Second,theexpendituresonsome

in-homelong-termcareservicesincreasedwhileotherdecreasedorunchanged,suggestingtheintroductionof

outpatientrehabilitationaffectedthechoiceofservicemix.

Theresultimpliesapossibilitythatawidersetofserviceoptionsavailableenabledtheuserstoefficiently

chooseservicemixandtosavelong-termcareexpenditures.

[Keywords]outpatientrehabilitationforlong-termcare,long-termcareexpenditure,difference-in-differences
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