
居宅介護支援事業所の運営基準を定めた厚生労

働省令第105号によると、ケアマネジャーは、

要介護者の選択に基づき効率的に介護サービスが

提供されるようケアプランを作成することになっ

ている。しかし、ケアマネジャーは、利用者の忠

実な代理人としては働かず、介護サービスに関す

る利用者の選択を歪め、必要性の低いサービスを

ケアプランに盛り込む可能性が考えられる。

『平成25年介護サービス施設・事業所調査』

（厚生労働省）によると、居宅介護支援事業所の

63.0%が、他の居宅介護サービス事業所との併設

である。また、『平成25年度介護事業経営概況

調査』（厚生労働省）によると、すべての介護サー

ビス事業所の中で、居宅介護支援事業所は、調査

対象事業所の収支差率の平均が唯一マイナス

（－3.1%）であった注1。居宅介護支援事業所の収
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１．はじめに

在宅介護サービスにおける需要誘発仮説の検証

岸田 研作＊

抄 録

本稿の目的は、在宅介護サービス市場における供給者誘発需要の存在を検証することである。ケアマネジャーは、

要介護者の選択に基づき効率的に介護サービスが提供されるようケアプランを作成することになっている。しかし、

ケアマネジャーは、利用者の忠実な代理人としては働かず、介護サービスに関する利用者の選択を歪め、必要性の低

いサービスをケアプランに盛り込む可能性がある。ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所に勤務する。居宅介護支

援事業所の60%以上が、居宅介護サービス事業所との併設である。そのため、ケアマネジャーは雇用者から併設事業

所のサービスをケアプランに組み込むよう圧力をかけられる可能性が指摘されてきた。しかし、先行研究では在宅介

護サービス市場における誘発需要の存在について一致した結論が得られていない。先行研究では、伝統的な医師需要

誘発需要で用いられてきた手法を用いている。しかし、伝統的な手法は、事業者間の競争の激しさを示す指標と操作

変数を必要とするものの、いずれも適切な変数を得るのが難しい。

本稿では、独自調査を用いることで、先行研究とは異なるアプローチを取る。需要を誘発するインセンティブがあ

るのは、居宅介護サービス事業所に併設された居宅介護支援事業所に勤務するケアマネジャーである。そこで、併設

サービスのある居宅介護支援事業所でケアプランを作成された受給者と併設サービスのない居宅介護支援事業所でケ

アプランを作成された受給者のサービス利用状況を比較することで、介護サービスの誘発需要の存在を検証した。先

行研究と比べて、本稿の手法は誘発需要を引き起こすメカニズムをより直接的に扱っている。推定では、経営主体間

で誘発需要の大きさが異なる可能性についても考慮した。結果は、併設サービスのある居宅介護支援事業所でケアプ

ランを作成された受給者の方が、併設サービスのない居宅介護支援事業所でケアプランを作成された受給者よりもサー

ビスを利用する傾向があった。また、誘発需要の大きさは、営利主体の方が非営利主体よりも大きく、政府は需要を

誘発しなかった。これは、経営主体間の行動原理の違いによって生じる誘発需要の大きさの違いと整合的である。そ

れ故、本稿の結果は、居宅介護サービス市場における供給者誘発需要の存在することを示していると考えられる。

キーワード：介護保険、供給者誘発需要
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＊ 岡山大学大学院社会文化科学研究科・教授：
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支差率は経年的に改善傾向にあるものの一貫して

マイナスである。居宅介護サービス事業者が不採

算の居宅介護支援事業所を設立する理由として、

併設事業所が提供する居宅介護サービスの利用者

確保が考えられる。さらに、介護保険では、居宅

介護サービスは出来高払いの部分が多い。そのた

め、介護保険開始当初から、ケアマネジャーは雇

用者から併設事業所のサービスをケアプランに組

み込むよう圧力をかけられる可能性が指摘されて

いた（（坂田 2002）1））。

そこで2006年度の介護報酬改定では、居宅介

護支援事業所の介護報酬に対して特定事業所集中

減算が導入された。これは、2006年4月に施行

された改正介護保険法に基づくものであり、併設

事業所のサービスを過度にケアプランに組み込む

ことを防ぐことを目的としている注2。居宅介護支

援事業所の介護報酬は、作成したケアプラン数に

応じた人頭払いである。特定事業所集中減算は、

ケアプラン1件当りの介護報酬を200単位減算

する。当該減算は、居宅介護支援事業所が作成す

るケアプランに位置づけられた居宅サービスにつ

いて、特定の法人がサービス提供事業者に占める

割合が90%を超える場合に適用される。また、

自治体によっては、利用者がケアマネジャーを選

ぶポイントを公表しているところもあり、そのポ

イントの中には「自分の所属する事業所のサービ

スばかりを押し付けない」、「どのようなサービス

がなぜ必要か、詳しく説明する」が含まれている

（広島県（2011）2））。それにも関わらず2015年

度の介護報酬改定では、特定事業所集中減算の適

用基準が90%から80%へと厳格化された注3。こ

のことは、2006年度以降も政策当局が、利用者

の忠実な代理人としてケアマネジャーが充分機能

していないと認識していていることを示している

と考えられる。

特定事業所集中減算の厳格化や自治体が示した

ケアマネジャー選択のポイントは、一見、介護サー

ビス市場における誘発需要の存在が自明であるこ

とを示しているかのように思われる。ところが、

介護サービスにおける供給者誘発需要を扱った研究

では、研究によって誘発需要の存在や大きさに関す

る結論が異なる。SugawaraandNakamura

（2015）3）、山内（2004）4）が誘発需要の存在を示

しているのに対し、NoguchiandShimizutani

（2009）5）、湯田（2005）6）では、誘発需要は存在

しないかその大きさはかなり限定的であるとして

いる。これらの研究では、供給者密度とサービス

利用の関係を調べている。供給者密度は、介護サー

ビス事業者数を要介護認定者数で割った値である。

供給者密度が高いほど、事業者間の競争が激しく

なると予想され、ケアマネジャーは過剰なサービ

スを高齢者に勧める可能性がある。そのため、先

行研究では、供給者密度の増加がサービス利用の

増加に関連すると予想している注4。この推論の正

しさを検証するため、先行研究では、サービス利

用に関する変数を従属変数、説明変数に供給者密

度を含む回帰分析を行った。

このような供給者密度とサービス利用量の関係

に着目する手法は、医師需要誘発仮説を検証する

アプローチとして最も頻繁に採用されてきたもの

である。医師需要誘発仮説を扱った研究では、供

給者密度として人口当たり医師数を用いている。

しかし、介護サービスにおける供給者誘発需要を

扱った我が国の先行研究で用いられた供給者密度

の変数は、事業者間の競争をあらわす指標として

問題があると考えられる。

第1に、NoguchiandShimizutani（2009）、

湯田（2005）、山内（2004）では、居宅介護支

援事業所を併設した事業者と併設していない事業

者を区別していない。しかし、居宅介護支援事業

所を併設していない事業者は、併設している事業

者よりも需要を誘発する余地が小さいと考えられ
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る。介護保険で提供されるサービスの種類や量は、

ケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけ

られなければならない。そのため、居宅介護サー

ビス事業所が過剰なサービスを供給するには、利

用者だけでなくケアマネジャーにもその必要性を

説得する必要がある。しかし、ケアマネジャーに

は、自らが所属する居宅介護支援事業所と併設関

係にない事業者の過剰なサービスをケアプランに

取り入れるインセンティブはない注5。むしろ、倫

理的な理由等により不必要なサービスを提供する

ことがケアマネジャーの効用を低下させるならば、

ケアマネジャーは併設関係にない事業者のサービ

スによる誘発需要を抑制しようとする可能性があ

る注6。しかし、地域によって、居宅介護支援事業

所を併設した事業者の割合が同じでない限り、推

定結果には偏りが生じる可能性がある。

第2に、データの制約のため、Noguchiand

Shimizutani（2009）、 湯田 （2005）、 山内

（2004）では、事業者の規模を考慮できていない。

人口当たりの事業者数が同じでも、地域によって

事業者の規模が異なれば、事業者間の競争の激し

さは異なり、推定結果には偏りが生じる可能性が

ある。

さらに、伝統的な医師需要誘発仮説の検証手法

に対しては様々な批判が行われてきた

（McGuire（2000）7））。例えば、供給者密度とサー

ビス利用量に正の相関が観察されたとしても、そ

れは、需要が多い地域に供給者が集まるという逆

の因果関係を反映している可能性がある。この問

題に対処するため、操作変数法による推定が行わ

れてきた。しかし、適切な操作変数を見つけるこ

とは難しい。DranoveandWehner（1994）8）は、

人口当たりの産婦人科医師数の増加が出生数を増

やすという不自然な結果を示すことで、操作変数

法を用いた既存研究の妥当性に疑問を投げかけて

いる。そのため、医師需要誘発仮説に関する近年

の研究では、診療報酬の支払い方式の変化などの

制度変更を利用した分析が行われることが多くなっ

てきた（湯田（2011）9））。

以上のように、先行研究は伝統的な医師需要誘

発仮説の実証方法と同様の問題を抱えている。ま

た、誘発需要が生じるメカニズムを反映した事業

者間の競争の激しさをあらわす指標を得ることは

難しい。そこで、本稿では、独自調査を用いるこ

とで、先行研究とは異なるアプローチを取る。需

要を誘発するインセンティブがあるのは、居宅介

護サービス事業所に併設された居宅介護支援事業

所に勤務するケアマネジャーである。そのため、

併設サービスのある居宅介護支援事業所でケアプ

ランを作成された受給者と併設サービスのない居

宅介護支援事業所でケアプランを作成された受給

者のサービス利用状況を比較することで、介護サー

ビスの誘発需要の存在を検証する注7。先行研究と

比べ、本稿の手法はより直接的に誘発需要が生じ

るメカニズムを扱っている。

本稿で用いるデータは、筆者らが2010年1月

に行った独自調査である。対象は14の政令指定

都市に所在する全ての居宅介護支援事業所である。

14の政令指定都市の内訳は、札幌、仙台、埼玉、

千葉、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、堺、神

戸、広島、北九州、福岡である。政令指定都市を

対象とした理由は、サービスが不足し、サービス

が超過需要となっている僻地を排除できる可能性

が高いと考えたからである注8。

高知県（2008）11）は、移動費用がかかる中山間

地では民間の居宅介護サービス事業者が参入せず、

サービスが不足していることを示している注9。サー

ビスが超過需要となっている地域を含むと、たと

え誘発需要の存在を示す証拠が観察されたとして
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も、それは見せかけの関係である可能性がある。

例えば、居宅介護支援事業所がそれぞれ1事業

者のみ存在するA村とB村があったとする。さ

らに、A村に存在する唯一の訪問介護事業所はA

村の居宅介護支援事業所と併設関係にあり、B

村には訪問介護事業所が存在しないとする。その

場合、A村の居宅介護支援事業所でケアプラン

が作成された要介護者のみが訪問介護を利用して

いたとしても、それはB村の要介護者にサービ

スを提供できる事業者が存在しないことが原因で

ある可能性が高く、誘発需要が存在すると結論付

けることは不適切であろう。サービスが超過需要

である市場を分析対象に含む問題は、伝統的な医

師需要誘発仮説にも共通する。そのため、山内

（2004）では、都道府県単位ではあるものの、超

過需要の可能性がある地域を排除した推定も行っ

ている。山内（2004）では、超過需要の可能性

がある地域を排除すると、誘発需要の大きさは小

さくなった注10。

論文末の補論・表1では、政令指定都市を分

析対象とする妥当性を確認する回帰分析の結果を

示している。それによると、本稿が対象とした政

令指定都市は、その他の市町村に比べて居宅介護

サービスを要介護認定者1人当り1ヵ月1,141

単位多く利用している。1単位当りの価格は地域

やサービスによって異なり、10～11.05円である。

回帰分析の結果は、先行研究のように分析対象地

域を全国とするより、僻地を排除した地域に限定

した方が望ましいことを示唆していると考えられ

る注11。ただし、調査対象地域を大都市に限定し

たことにより、本稿の結果の一般性については一

定の留意が必要である。

対象となる事業所の名称と所在地の情報は

WAMNETから得た。5,394の事業所に対して

調査票を郵送し2,351の回答を得た。回答者は

事業所に勤務するケアマネジャーである。主要な

分析に必要な欠損値がなかった標本数は2,203

であった（有効回収率40.8%）。標本の偏りを調

べるために、表1、表2では、それぞれ経営主体

と所在地について、標本と母集団を比較した。両

者の分布はほとんど同じであった。要支援者のケ

アプランを作成する地域包括支援センターの中立

性・公平性については、市町村単位で設置する地

域包括支援センター運営協議会がチェックするこ

とになっている。そのため、以下では要支援の標

本は除外する。最終的に分析対象となった標本数
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表1 居宅介護支援事業所の経営主体（％）

母集団1） 標本

営利法人 50.5 51.0

社会福祉法人 18.9 18.8

医療法人 18.1 19.8

NPO 3.4 4.0

社団・財団法人 4.2 2.3

協同組合 2.9 2.4

地方公共団体 0.1 0.1

社会福祉協議会 1.9 1.6

合計 100 100

標本数 4,421 2,203

1）『平成21年 介護サービス施設・事業所調査』（厚生労働省）

表2 居宅介護支援事業所の所在地（％）

母集団1） 標本

札幌 6.0 6.6

仙台 4.1 3.3

さいたま 4.9 4.2

千葉 3.7 4.3

横浜 13.8 13.6

川崎 4.4 4.2

名古屋 9.3 8.3

京都 5.7 5.0

大阪 18.2 19.6

堺 5.2 5.5

神戸 8.3 8.1

広島 5.2 5.8

北九州 5.9 6.2

福岡 5.4 5.4

合計 100 100

標本数 4,421 2,203

1）『平成21年 介護サービス施設・事業所調査』（厚生労働省）



は2,036である。

本稿に関連する主な調査項目は、以下の通りで

ある。

（1）居宅介護支援事業所の属性（経営主体、所

在地、併設事業所が提供するサービス）

（2）居宅介護支援事業所にケアプランを作成し

てもらっている高齢者世帯のサービス使用（介

護サービスの種類ごとの利用の有無、介護サー

ビスの種類ごとに事業所選択の余地があったか

否か、等）

（3）上記の高齢者世帯の属性（要介護度、医療

ニーズ、家族介護者、経済状態）

（4）上記の高齢者世帯が現在の居宅介護支援事

業所を選択した理由

（5）高齢者世帯が、ケアマネジャーに居宅介護

サービス事業所の選択を一任する頻度

（2）、（3）、（4）の情報を得るため、調査では、

それぞれの回答者に2010年1月にサービスの利

用実績があった者の中から、誕生日を基準に1

人選定してもらった注12。

表3は、居宅介護支援事業所の居宅介護サー

ビス事業所への併設割合を示している。併設の定

義は、以下の2つの条件を満たしていることで

ある。（1）居宅介護支援事業所と居宅介護サー

ビス事業者が同じまたは関連法人によって運営さ

れている、（2）居宅介護支援事業所と居宅介護

サービス事業者の所在地が同一または隣接地であ

る。本稿で分析対象とする居宅介護サービスは、

訪問介護と通所介護の2種類である。それ以外

のサービスを分析対象としなかった理由は、以下

の通りである。第１に、通所リハビリテーション、

訪問リハビリテーション、訪問看護を利用するに

は、サービスの必要性を証明する医師の指示書が

必要である。そのため、これらのサービスでは、

たとえ需要が誘発されたとしても、高齢者の残存

機能の維持に有益であるように思われる注13。

Labelleetal（1994）12）によれば、このような需

要は誘発需要には分類されない。第2に訪問入

浴サービス事業所に併設された居宅介護支援事業

所はわずか2.7%であった。なお、表には示して

いないが、表3に示した居宅介護サービス事業

所のいずれにも併設していない居宅介護支援事業

所の割合は18.1%であった。

経営主体によって、誘発需要の大きさは異なる可

能性が考えられる。SugawaraandNakamura

（2015）、NoguchiandShimizutani（2009）で

は、経営主体によって誘発需要の大きさが異なる

可能性を考慮した推定も行っている。Sugawara

andNakamura（2015）では、営利主体だけで

なく非営利主体も需要を誘発しているのに対し、

NoguchiandShimizutani（2009）では、いず

れの主体も需要を誘発していないことを示してい

る。そこで、本稿でも経営主体によって誘発需要

が異なる可能性を考慮した推定を行うため、経営

主体を営利主体、非営利主体、政府に分類した。

営利主体は、営利法人である。非営利主体は、社

会福祉法人、医療法人、NPO、社団・財団法人、

協同組合である。政府は、地方自治体と社会福祉

協議会である。非営利主体と政府を分けた理由は、

非営利主体は利益を外部に分配できないものの、

利益を内部構成員に分配することは禁じられてい

ないからである。そのため、非営利主体でも需要

を誘発する可能性がある注14。ただし、営利主体

と非営利主体では、金銭的報酬に対する選好の違
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表3 居宅介護サービス事業所の居宅介護支援
事業所への併設割合

n=2,036 （％）

訪問介護 48.3

通所介護 35.2

訪問入浴 2.7

訪問看護 17.9

通所リハビリテーション 13.1

訪問リハビリテーション 5.9



いや利潤最大化行動を求める株主からの圧力の有

無等の要因により、需要を誘発するインセンティ

ブの強さは、非営利主体が営利主体を上回ること

はないと考えられる。政府については、誘発需要

で利益を上げるインセンティブがない。地方自治

体は介護保険の保険者であるため、不必要なサー

ビス利用は抑制しようとするだろう。社会福祉協

議会は地方自治体と密接な関係があるため、その

行動原理は地方自治体に近いと考えられる。

表4は、回帰分析に用いる変数のうち、都市

ダミー以外の変数の記述統計を示している注15。

高齢者世帯のうち59.6%が訪問介護を利用して

いた。通所介護を利用していたのは53.2%であっ

た。表には示していないが、経営主体の内訳は、

営利主体（50.8%）、非営利主体（47.5%）、政

府（1.7%）であった。

ケアマネジャーが併設サービスを利用者にすす

めることで需要が誘発されるならば、併設サービ

スのある居宅介護支援事業所のケアマネジャーが

担当する利用者は、併設サービスのない居宅介護

支援事業所のケアマネジャーが担当する利用者よ

りも、サービスを利用する傾向があるはずである。

この推論を検証するために、従属変数をサービス
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３．推定方法

表4 記述統計 n=2,036

平均値 標準誤差

従属変数

訪問介護・利用 0.596 0.491

通所介護・利用 0.532 0.499

説明変数

主体別・併設の有無

営利主体×訪問介護併設 0.303 0.460

非営利主体×訪問介護併設 0.176 0.381

政府×訪問介護併設 0.004 0.063

営利主体×通所介護併設 0.122 0.327

非営利主体×通所介護併設 0.218 0.413

政府×通所介護併設 0.012 0.110

利用者・世帯の属性

要介護1 0.250 0.433

要介護2 0.287 0.452

要介護3 0.220 0.414

要介護4 0.127 0.333

要介護5 0.116 0.321

医療処置・管理数 0.181 0.498

家族介護者あり 0.787 0.410

経済状態

大変苦しい 0.072 0.258

やや苦しい 0.196 0.397

普通 0.473 0.499

ややゆとりがある 0.199 0.400

大変ゆとりがある 0.059 0.236

注）医療処置以外の説明変数は、すべて該当する場合に1、そうでない場合
に0をとるダミー変数である。



利用の有無、併設事業所の有無を説明変数に含む

以下の需要関数を推定する注16。

iは高齢者世帯をあらわす。jはサービスの種

類であり、hは訪問介護、dは通所介護をあらわ

す。Y*i,jは、直接観察できない高齢者世帯iによる

介護サービスjの利用傾向をあらわす潜在変数

で、以下の条件を満たす。

Yi,jは、高齢者世帯iがサービスjを利用してい

る場合に1、利用していない場合に0をとるダミー

変数である。

説明変数Attachedi,jは、居宅介護支援事業所が

サービスjを提供する事業所に併設されている場

合に1、そうでない場合に0をとるダミー変数で

ある。Entityi,kは、それぞれの経営主体の種別に

対応したダミー変数である。kは経営主体の種類

をあらわし、k=1（営利法人）、2（非営利法人）、

3（政府）である。Xiは、利用者側の需要の決定

要因（要介護度、医療ニーズ、家族介護者の有無、

経済状態）に加え、居宅介護支援事業所が所在す

る都市に対応するダミー変数を含む。先行研究で

述べられているように、事業者間の競争は誘発需

要の大きさに影響する可能性が考えられる。本稿

では居宅介護支援事業所が所在する都市ダミーを

用いることで、競争の影響を制御する。

誘発需要が存在する場合、βjの符号は正を示

すはずである注17。しかし、正の符号は他の要因

によっても生じる可能性が考えられる。例えば、

高齢者世帯の中には、彼らが利用を希望する介護

サービスが居宅介護支援事業所に併設されていた

という理由で居宅介護支援事業所を選択している

かもしれない。そのような選択を行う理由として、

高齢者世帯は、居宅介護支援事業所と介護サービ

ス事業所が別組織である場合、何らかの不都合が

生じると予想している可能性が考えられる。この

ような場合、たとえβjの符号が正であったとし

ても、ケアマネジャーが需要を誘発していると結

論付けることはできない。正の符号は、従属変数

と説明変数の間に逆の因果関係があることによっ

てもたらされたということになる。本稿の調査で

は、回答者に高齢者世帯が現在の居宅介護支援事

業所を選択した理由を尋ねている（複数回答）。

表5はこの質問に対する回答の内訳を示してい

る。22.2%の者が、併設サービスに利用を希望す

る居宅介護サービスがあったことを理由に居宅介

護支援事業所を選択していた。しかし、（1）式

の推定でそれらの標本を除外すると、サンプルセ

レクションバイアスが生じる可能性がある。バイ

アスを避けるため、（1）式とともに以下の（2）

式を同時推定する。推定では全標本を用い、第1

段階はサンプルセレクション関数（2）、第2段

階は需要関数（1）である。

Ys*ijは直接観察できない潜在変数で、以下の条

件を満たす。
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Y*i,j=αj+∑
3
k=1βj,kAttachedi,j×Entityi,k+

γjXi+εi,j j=h,d
（1）

Yi,j=
�
�
�

1 ifY*i,j＞－
0

0 ifY*i,j＜0
（1.1）

Ys*i,j=αs
j+πs

jIi+γs
jXi+εs

i,j j=h,d （2）

表5 要介護者・家族が居宅介護支援事業所を
選択した理由

複数回答 n=2,036 （％）

利用者本人の家から近かったから 37.4

役所（行政）からの紹介 22.5

医療機関からの紹介 23.1

併設サービスに利用者（または家族）が利用を
希望する在宅サービスがあったから

22.2

併設サービスに利用者（または家族）が利用を
希望する施設サービスがあったから

4.8



Ys
i,jは、利用者の居宅介護支援事業所の選択理

由が「利用を希望する併設サービスがあったから」

である場合に0、それ以外の場合に1をとるダミー

変数である。Iは識別変数である。（1）式の誤差

項εjと（2）式の誤差項εs
jは相関係数がρ

s
jの2

変量正規分布をすると仮定し、誤差項の分散は1

である。推定はStataのheckprobコマンドを用

いて、サービスの種類ごとに行う。

識別変数として、居宅介護支援事業所の選択理

由が「役所（行政）の紹介」であったことを示す

ダミー変数を用いる。この変数を用いる理由は、

この変数が、居宅介護支援事業所や介護サービス

事業所に関する高齢者世帯の知識の代理変数とな

ると考えたからである。「利用を希望する併設サー

ビスがあった」ことを理由に、居宅介護支援事業

所を選択する者は、介護サービスに対してある程

度の知識があるはずである。しかし、居宅介護支

援事業所の選択理由が「役所（行政）の紹介」で

あった者は、居宅介護支援事業所や介護サービス

に関する情報が乏しい可能性が考えられる。行政

は公平中立を保つため、特定の居宅介護支援事業

所を高齢者に勧めないことになっている。代わり

に、要介護認定で介護サービスの利用が認められ

た者には、居宅介護支援事業所のリストが送付さ

れる。そのため、「役所の紹介」と回答した者は、

このリストをもとに居宅介護支援事業所を選択し

たと考えられる。しかし、リストに掲載されてい

るのは、居宅介護支援事業所の名称、連絡先、所

在地、営業日時、サービス提供地域だけであり、

居宅介護支援事業所のサービスの選択に有益な情

報は含まれていない（池田（2014）14））。併設サー

ビスの有無に関する情報も無い。したがって、リ

ストをもとに居宅介護支援事業所を選択した者は、

居宅介護支援事業所や介護サービスに関する知識

や情報が乏しいため、やむを得ずリストの中から

明確な根拠無しに選択している可能性が考えられ

る。この推論が正しければ、πs
jの符号は正とな

るはずである。

ケアマネジャーが併設事業所のサービスをケア

プランに組み込みには、サービス利用の有無のみ

ならず、事業所選択についても利用者の意思決定

に影響を及ぼす必要がある。しかし、需要関数

（1）は事業者の選択は扱っていない注18。そのた

め、先行研究と比べると本稿では誘発需要が生じ

るメカニズムをより直接的に扱っているものの、

βjの解釈はやや曖昧なものとなる可能性がある。

例えば、医療サービスと比べると、介護サービス

の理解に要する専門的知識の水準は少ないため、

利用者は、ケアマネジャーに頼ることなく自ら事

業者を選択しているケースが多いかもしれない。

その場合、併設事業所のある居宅介護支援事業所

でケアプランを作成された者が、併設事業所が提

供するサービスと同種のサービスを利用していた

としても、サービスを提供する事業所は併設事業

所に偏っていないかもしれない。上記のような状

況が観察される場合、たとえβjが正の符号を示

しても、ケアマネジャーが利用者の選択を歪め、

併設事業所のサービスをケアプランに組み入れて

いるとはいえない。そこで、調査の記述統計より、

ケアマネジャーが利用者の事業者選択を歪める余

地があるかを確認する。欠損値があるため、記述

統計を計算するのに用いた標本数は、回帰分析に

用いたものよりも少ない。

表6は、居宅介護サービスの事業者選択を、

利用者がケアマネジャーに一任する頻度を示して

いる。質問は、回帰分析の対象となった利用者だ
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Ys
i,j=

�
�
�

1 ifYs*
i,j＜0

0 ifYs*
i,j＞－

0
（2.1）

４．事業所選択に関する予備分析



けでなく、ケアマネジャーが担当している利用者

全体についてのものである。質問の文面は、「利

用者・家族が事業所の選択にあたって、ケアマネ

ジャーに選択を一任することがありますか」であ

る。回答の内訳は、「よくある」が訪問介護の場

合78.4%、通所介護では62.3%であった。この

ことは、ケアマネジャーが、利用者の事業者選択

に影響を及ぼす余地が大きいことを示している。

次に、事業者選択の偏りについて調べるため表

7を見る。表6と異なり、表7の高齢者は、回

帰分析で用いる標本である。ただし、「利用を希

望する併設サービスがあった」ことを理由に、現

在の居宅介護支援事業所を選択した者は除外して

いる。表7の第2列は、訪問介護事業所に併設

された居宅介護支援事業所にケアプランを作成さ

れた高齢者のうち、訪問介護サービスを利用して

いる者の事業者選択の内訳を示している。表7

の第3列は通所介護についてのものである。訪

問介護事業所に併設された居宅介護支援事業所で

ケアプランが作成された者のうち、併設事業所の

サービスのみの利用者は54.0%であった。他の

事業所を利用している者も含めると、併設事業所

を利用している者の割合は72.6%であった。通

所介護が併設された居宅介護支援事業所でケアプ

ランが作成された者のうち、併設事業所のサービ

スのみの利用者は44.5%であった。他の事業所

を利用している者も含めると、併設事業所を利用

している者の割合は58.7%であった。事業者選

択の偏りに関する客観的な基準はないものの、併

設事業所のサービス利用者の割合は高いように思

われる。これは、誘発需要が存在する場合に観察

されると予想される事業者選択と整合的である。

ただし、表7で観察された傾向は、事業者の

不足により、併設事業所以外に事業者選択の余地

が少ない場合にも観察される。本稿では、サービ

スが不足する地域を除外するため政令指定都市を

対象としているが、超過需要である市場を充分排

除できていない可能性がある。そこで、サービス

不足により事業者選択の余地がなかったかどうか

を尋ねた質問の回答を見る。表には示していない

が、表7で用いた標本のうち、訪問介護利用者

のうち選択の余地が無かった者の割合は僅か0.9

%であった。通所介護利用者については、その割

合は4.1%であった。これらの質問の回答は、回

答者の主観に基づくものである。しかし、回答者

は介護サービスを手配したケアマネジャー本人で

あるため信頼性が高いと考えられる注19。そのた

め、表7で観察された傾向が事業者不足による

ものとは考えにくい。

第1段階のサンプルセレクション関数の推定
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５．推定結果と解釈

表6 要介護者・家族が、ケアマネジャーに
事業所の選択を完全に委託する頻度（％）

訪問介護 通所介護

よくある 78.4 62.3

たまにある 17.3 28.5

あまりない 3.6 8.1

まったくない 0.7 1.1

計（％） 100 100

標本数 2,032 2,017

注）欠損値があったため、標本数は2,036より少ない。

表7 併設事業所の利用傾向（％）

訪問介護注1） 通所介護注2）

併設事業所のみ 54.0 44.5

併設と併設以外 18.6 14.2

併設事業所以外 27.4 41.3

計（％） 100 100

標本数 474 310

注1）対象者は、訪問介護が併設された居宅介護支援事業所でケアプ
ランが作成された者で訪問介護の利用者

注2）対象者は、通所介護が併設された居宅介護支援事業所でケアプ
ランが作成された者で通所介護の利用者



結果は、識別変数の限界効果とρs
jのみ論文末の

補論・表2に掲載している。我々は識別変数が

高齢者世帯の居宅介護支援事業所と介護サービス

事業所に関する知識の不足をあらわしていると解

釈している。補論・表2によると、πs
jの符号は

正で有意であった。これは、「役所（行政）の紹

介」をもとに現在の居宅介護支援事業所を選択し

た者は、「利用を希望する併設サービスがあった」

という理由で現在の居宅介護支援事業所を選択し

ない傾向があるという我々の推論と整合的である。

そのため、我々は、この推論が妥当であると考え

る。ただし、ρs
h、ρs

dはともに有意ではなかった。

表8の上段は、2段階モデルのうち第2段階

の需要関数の推定結果を示している。訪問介護を

併設した居宅介護支援事業所の利用者は、併設し

ていない居宅介護支援事業所の利用者よりも、訪

問介護の利用確率が、営利主体の場合13.1%ポ

イント、非営利主体の場合8.0%ポイント高かっ

た。通所介護を併設した居宅介護支援事業所の利

用者は、併設していない居宅介護支援事業所の利

用者よりも、通所介護の利用確率が、営利主体の

場合20.8%ポイント、非営利主体の場合11.7%

ポイント高かった。表には示していないが、

Wald検定を行ったところ、いずれのサービスに

ついても、営利主体と非営利主体の限界効果に

10%水準で有意差があるという結果が得られた。

政府では、いずれのサービスについても、併設サー

ビスの有無による利用確率に差は無かった。

需要を誘発するインセンティブがあるのは、居

宅介護サービス事業所に併設された居宅介護支援

事業所に勤務するケアマネジャーである。また、

第2節で述べたように、経営主体間の誘発需要

を行う金銭的インセンティブの強さの関係は、営

利主体≧非営利主体≧政府＝0である。表8の上

段の結果は、併設の有無、経営主体間の違いから

予想される誘発需要の大きさと整合的である。ま

た、前節の予備分析の結果は、ケアマネジャーが

利用者の事業者選択に影響を及ぼす余地が大きい

ことを示している。したがって、表8の上段の

結果は、ケアマネジャーが高齢者に併設事業所の

サービスを勧めることで需要を誘発していること

を示していると考えられる。

先行研究と同様、本稿のデータからはサービス

利用によるアウトカムの指標が得られない。した

がって、ケアマネジャーが高齢者に併設事業所の

サービスを勧めることで生じたサービス利用が、

利用者に便益をもたらしているか否かについては

分からない。Labelleetal（1994）によれば、

利用者に便益をもたらすサービス利用の増加は、

それが供給者の働きかけによるものであっても誘

発需要には分類されない。医療サービスでは疾病

の治癒や侵襲性により、サービス利用量の拡大は

患者の効用を無限に増加させることはない。それ

に対して、介護サービスの場合、利用の拡大が効

用を飽和させることがないかもしれない。特に訪

問介護の生活支援などはその可能性が高いと考え

られる。しかし、居宅介護サービス事業所に併設

されない居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、

併設型の事業所のケアマネジャーと比べると、利

用者にとって、より忠実な代理人として機能する

と考えられる。したがって、ケアマネジャーが高

齢者に併設事業所のサービスを勧めることで生じ

たサービス利用は、利用者に便益をもたらしたと

しても、必要性が低く費用対効果の観点からは望

ましくない可能性が高いと考えられる。また、利

用者の選択が歪められている状況では、介護保険

創設の目的の1つである事業者間の競争を通じ

た効率的なサービス提供が行われていない可能性

が懸念される。

表8の下段には、逆の因果関係を考慮してい

ない推定結果を示している。これは、利用者の居

宅介護支援事業所の選択理由が「利用を希望する
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表8 推定結果

従属変数 訪問介護・利用 通所介護・利用

限界効果 標準誤差 限界効果 標準誤差

主体別・併設の有無

営利主体×訪問介護併設 0.131 （0.018） ***

非営利主体×訪問介護併設 0.080 （0.032） **

政府×訪問介護併設 －0.083 （0.157）

営利主体×通所介護併設 0.208 （0.049） ***

非営利主体×通所介護併設 0.117 （0.035） ***

政府×通所介護併設 0.036 （0.063）

利用者・世帯の属性

要介護1（基準）

要介護2 －0.009 （0.029） 0.024 （0.037）

要介護3 0.028 （0.030） －0.007 （0.034）

要介護4 0.018 （0.037） 0.000 （0.043）

要介護5 0.091 （0.058） －0.057 （0.050）

医療処置・管理数 0.073 （0.033） ** －0.142 （0.040） ***

家族介護者あり －0.444 （0.039） *** 0.062 （0.038） *

経済状態

大変苦しい・やや苦しい（基準）

普通 －0.100 （0.023） *** 0.043 （0.038）

ややゆとりがある －0.021 （0.027） －0.030 （0.030）

大変ゆとりがある －0.076 （0.039） * 0.045 （0.045）

都市ダミー 有り 有り

標本数 1,584 1,584

逆の因果関係を考慮していない推定結果注）

限界効果 標準誤差 限界効果 標準誤差

営利主体×訪問介護併設 0.198 （0.016） ***

非営利主体×訪問介護併設 0.121 （0.032） ***

政府×訪問介護併設 0.101 （0.146）

営利主体×通所介護併設 0.268 （0.038） ***

非営利主体×通所介護併設 0.215 （0.033） ***

政府×通所介護併設 0.156 （0.067） **

標本数 2,036 2,036

***：1%水準で有意、**：5%水準で有意、*：10%水準で有意
標準誤差の計算では、都市単位のクラスター効果を考慮している。
注）利用者の居宅介護支援事業所の選択理由が「利用を希望する併設サービスがあったから」であった者を含めて推定したプロビッ
ト・モデルの結果。併設ダミー以外の結果は省略している。



併設サービスがあったから」であった者を含めて

推定したプロビット・モデルの結果である。政府

×訪問介護併設を除いて、併設ダミーの限界効果

は全て上段よりも大きかった。また、下段では、

需要を誘発するインセンティブがない政府でも通

所介護の併設ダミーの限界効果が正で有意であっ

た。補論・表2に示した検定結果では、サンプ

ルセレクション・バイアスは検出されなかった。

しかし、表8・下段の結果は、「利用を希望する

併設サービスがあった」という理由で現在の居宅

介護支援事業所を選択した者を含めて推定を行う

と、従属変数と説明変数の間に逆の因果関係が生

じ、推定結果が過大評価されることを示している

と考えられる。本稿では、需要関数の推定におい

て、逆の因果関係をもたらす標本を除外すること

で、このような過大推定の問題を回避した。

しかし、このような逆の因果関係以外にも、表

8の上段の限界効果は、過大推定されている可能

性が考えられる。併設事業所がある場合、利用者

の利便性が高まることで、サービス利用が増加す

るかもしれない。例えば、居宅介護支援事業所の

ケアマネジャーと居宅介護サービス事業者が併設

関係にある場合、そうでない場合よりも両者の意

思伝達が迅速であると予想される。そのため、利

用者のサービス利用日時の変更希望等に対応しや

すい可能性が考えられる。このような理由による

サービス利用の増加は、サービスの質の向上によ

るものなので望ましく、必要性の低いサービスの

誘発需要とは区別すべきである。残念ながら本稿

のデータでは、このような区別は不可能である。

ただし、上記のような利便性の向上によるサービ

ス利用の促進は、サービスの利用日数等の利用量

には影響するものの、サービス利用の有無への影

響は限定的であるように思われる。

以下では、併設ダミー以外の変数の推定結果に

ついて述べる。

要介護度の限界効果は有意でなかった。これは、

訪問介護や通所介護は、要介護者の在宅生活を支

える基本的なサービスであるため、それらの利用

の有無には、要介護度の違いは影響しないことを

示していると考えられる。本稿と同様、個票を用

いたNoguchiandShimizutani（2009）でも、

要支援を除いて、要介護度の違いがサービス利用

の有無に与える影響はほとんど同じである。

家族介護者の存在は、訪問介護の利用確率を減

少させた。このことは、家族介護が訪問介護と代

替性があることや、家族介護者と同居する者は生

活援助の利用が制限されていることを反映してい

ると考えられる。反対に、家族介護者の存在は通

所介護の利用確率を増加させた。通所介護は、日

中の間、要介護者を預かってくれるので、家族介

護者にとってレスパイト・サービスとなる。それ

故、本稿の結果は、通所介護の利用が、要介護者

だけでなく家族の意向によっても決定されること

を反映していると考えられる。

医療処置・管理数が多いことは、訪問介護の利

用確率を増加させた。訪問介護員は、医療行為は

できない。しかし、本稿の結果は、訪問介護員が、

医療依存度の高い者が必要とする服薬管理や褥瘡

の進行抑制のための体位変換などを担っているこ

とを反映していると考えられる。医療処置・管理

数が多いことは、訪問介護の利用確率を減少させ

た。これは、通所介護が、医療依存度が高い者の

受け入れを拒否する傾向を示していると考えられ

る。2006年度の改正介護保険では、医療依存度

が高いため通常の通所介護では受け入れを拒否さ

れる者を対象とした療養通所介護が導入された。

経済状態については、訪問介護において限界効

果が有意なダミー変数があるものの、一貫した結

果は得られていない。本稿と同様、個票を用いた

NoguchiandShimizutani（2009）でも、世帯

所得がサービス利用の有無に与える影響について
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は明確な結論が得られていない。

本稿の結果は、介護サービス市場において誘発

需要が存在することを示した。誘発された需要は、

たとえ利用者に便益をもたらしたとしても、必要

性が低く費用対効果の観点からは望ましくない可

能性が高いと考えられる。政府は、これまで事業

所集中減算の導入・厳格化や介護報酬の改訂によ

る居宅介護支援事業所の採算の改善を行ってきた。

本稿のデータではこれらの政策の効果は評価でき

ないものの、これらの施策は誘発需要の抑制に一

定の効果が期待できるため、今後も一層進めるべ

きであろう。介護サービスは、医療よりも情報の

非対称性が少ないため、ケアマネジャー選択のポ

イントを示すといった利用者教育も有効である可

能性が考えられる。ただし、筆者らの知る限り、

自治体による利用者教育はすべてウェッブ上の一

般の利用者の目に留まりにくい場所にあるものば

かりである。利用者教育は、中立性を確保するた

め自治体職員が行う新規の要介護認定時などに行

うことで、より確実な効果が期待できると考えら

れる。

本稿及び今後の課題として、以下の3点があ

げられる。第1に、本稿のデータからはサービ

ス利用のアウトカムの情報が得られず、誘発需要

の帰結について定量的に明確な評価を行うことが

できない。リハビリを主要な目的とした一部のサー

ビスを除き、在宅介護サービスのアウトカムには、

要介護度の変化だけでは捉えきれない社会的価値

観や個人の人生観に関する要素、介護者の負担軽

減も含まれるため、適切な指標を得るのが非常に

困難である（柏木（2012）15））。しかし、アウト

カム指標は、本稿以外の多様な研究テーマにとっ

ても重要であり、今後、適切な指標の開発が望ま

れる。第2に、誘発需要の検証では、サービス

利用の有無だけでなく、1ヶ月当りの利用回数な

どの利用量に関する分析も重要である。しかし、

本稿のデータでは利用量に関する情報が無い。第

3に、事業所集中減算や介護報酬の改訂による居

宅介護支援事業所の採算の改善が、誘発需要を抑

制する効果について定量的に検証する必要があ

る注20。

本稿では、政令指定都市と他の市町村の要介護

認定者1人当りの居宅介護サービス利用量（月

平均）を比較することで、分析対象を政令指定都

市とすることの妥当性をチェックする。そのため、

要介護認定者1人当りの居宅介護サービス利用

量を従属変数、政令都市ダミーを説明変数に含む

以下の式を推定する。対象となる居宅介護サービ

スは、本稿の分析対象となる訪問通所系サービス

である。

iは保険者。Service_periは、65歳以上の要介護

認定者1人当りの居宅介護サービス利用量（単

位）。cは定数項。Designatedは、本稿の分析対

象である政令指定都市の場合に1、そうでない市

町村の場合に0をとるダミー変数。Demograiは、

介護サービスの需要の決定要因と考えられる調整

変数で、要介護度の分布、65歳以上の者がいる

世帯に占める単独世帯の割合。μiは誤差項。サー

ビス費用額ではなく単位を用いた理由は、地域や

サービスによって 1単 位当りの価格が

10～11.05円と異なるため、単位の方がサービス

の利用量をあらわす指標として適当であるからで

ある。用いた変数の記述統計及び推定結果は、補
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６．結語

補論

Service_peri=c+θDesignatedi+τDemograi+μi



論・表1に示している。分析年は、単独世帯割

合のデータを『国勢調査』（総務省）から得たた

め2010年とした。単独世帯割合以外のデータは、

『介護保険事業状況報告』（厚生労働省）からの

ものである。
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注
1 収支差率＝（収入－支出）÷収入。収入＝介護事業

収益＋介護事業外収益－国庫補助金等特別積立金取

崩額。支出＝介護事業費用＋介護事業外費用＋特別

損失－国庫補助金等特別積立金取崩額。

2 改正介護保険第69条の34第1項では、「居宅介

護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊

重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介

医療経済研究 2015Vol.27No.2130

補論・表1 従属変数 要介護認定者1人当りの居宅介護サービス利用量

係数 標準誤差注2） 平均値 標準誤差

政令指定都市 1141 （218） *** 0.009 （0.094）

要支援1・2（基準）

要介護1 1908 （1031） * 0.180 （0.037）

要介護2 4863 （1370） *** 0.176 （0.031）

要介護3 8374 （1707） *** 0.143 （0.027）

要介護4 7187 （1913） *** 0.135 （0.024）

要介護5 －106 （1692） 0.127 （0.030）

単独世帯割合注1） －3377 （548） *** 0.218 （0.076）

定数項 3229 （490） ***

1人当りの居宅介護
サービス利用量

5855 （1242）

決定係数 0.185

標本数 1,581

***：1%水準で有意、**：5%水準で有意、*：10%水準で有意
注1）65歳以上の者がいる世帯に占める単独世帯の割合。それ以外の説明変数は全て該当する場合に1、該当しない場

合に0をとるダミー変数。
注2）不均一分散に頑健な方法で計算している

補論・表2 サンプルセレクション関数の推定結果

限界効果 限界効果

役所（行政）の紹介1） 0.222 *** 0.223 ***

（0.033） （0.033）

ρs －0.088 －0.403

尤度比検定統計量 0.089 0.750

1）現在の居宅介護支援事業所の選択理由
標準誤差の計算では、都市単位のクラスター効果を考慮している。
***：1%水準で有意

第2段階：（1）式の従属変数 訪問介護・利用 通所介護・利用

第1段階：（2）式の従属変数 利用を希望する併設サービスがあった1）＝0



護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は

特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのない

よう、公正かつ誠実にその業務を行わなければなら

ない」としている。

3 ケアマネジャーの中立性・独立性を求める日本介

護支援専門員協会は、特定事業所集中減算の適用基

準を70%まで下げることを提案していた。

4 ただし、SugawaraandNakamura（2015）では、

他の先行研究と異なり、事業者密度の分子として、

ケアマネジャーの人数を用いている。しかし、誘発

需要を引き起こす競争は、訪問介護や通所介護など、

介護サービスを利用者に直接提供する事業者間のも

のである。そのため、SugawaraandNakamura

（2015）において、事業者密度の増加が誘発需要を

もたらすメカニズムは明らかでないように思われる。

5 居宅介護支援事業所に対する介護報酬は、ケアプ

ランを作成する受給者数に応じた人頭払いであり、

サービスの利用量とは関係ない。ただし、居宅介護

サービス事業所と併設関係にある居宅介護支援事業

所に勤務するケアマネジャーの場合、併設関係にあ

る居宅介護サービス事業所のサービス利用が上昇す

ると、同法人内の利益移転により給与が上昇する可

能性が考えられる。

6 医師需要誘発仮説を扱ったMcGuire（2000）は、

需要を誘発することは、医師の所得を増加させるこ

とで医師の効用を高めると同時に、需要を誘発する

という非倫理的な行動を取ることで医師の効用を低

下させるという理論モデルを提示している。

7 本稿と類似の手法で医師需要誘発仮説を検証した

研究として、GryttenandS・rensen（2001）10）があ

る。彼らは、収入がサービス供給量によって決まる

開業医と収入がサービス供給量と関係しない勤務医

を比較している。

8 新潟、静岡、浜松、岡山も政令指定都市であるが、

調査対象から除外した。これらの都市を除外した理

由は、調査費用の制約と、これらの都市の可住地当

り人口密度が他の政令指定都市よりも低かったから

である。

9 医療サービスと異なり、居宅介護サービスの利用

者は金銭的なアクセスコストは負担しない。例えば、

訪問介護員が利用者宅を訪問する交通費は事業者が

負担する。通所介護は、利用者の送迎を行うが、そ

の費用は事業者が負担する。事業者は、それらの費

用を公定価格である介護報酬によって賄わなくては

ならない。しかし、介護報酬は、実際にかかった費

用を反映していない。住民が点在する僻地では移動

費用だけでなく移動時間もかかるためサービスの供

給効率が悪く、事業者の参入意欲が低くいと考えら

れる。

10 山内（2004）では、自己負担額を価格の代理変数

とし、それと都道府県ダミーの交差項の係数が負で

ない都道府県を排除している。ただし、自己負担額

を価格の代理変数とすることの適切性については議

論の余地があるように思われる。介護サービスは公

定価格であるため、他の先行研究では需要関数の説

明変数として価格を用いていない。

11 都市部では賃金の低い介護労働者が不足している

といわれる。都市部で介護労働者が不足しているな

らば、都市部では介護サービスの超過需要が生じて

いる可能性がある。しかし、「職業安定業務統計」

（厚生労働省）によると、本稿の分析対象月を含む

2009年度の都道府県別の介護関係職種の有効求人倍

率は、東京都が2.41で最も高いが、その次は奈良

（2.16）である。また、大都市を含む愛知（1.65）、

大阪（1.64）よりも、岐阜（1.75）、和歌山（1.70）

の方が高いなど、東京都を除いて都市部ほど介護労

働者が不足しているという傾向はみられない。また、

介護労働者の不足を訴えているのは、介護サービス

事業者であることにも注意する必要がある。例えば、

移動費用がかかる僻地に事業者が参入しようとしな

い場合、サービスが不足していても、当該地域では

介護労働者の不足は顕在化しない。以上のように、

事業者による介護労働者の不足感とサービスの超過

需要の関係は明確でなく解釈が難しい。

12 具体的には、誕生日が「1日」（ついたち）の利用

者を選定することを回答者に依頼した。選定は、誕

生月や誕生年は考慮せず、誕生した月の日のみに基

づいて行う。該当者がいない場合、誕生した月の日

に従って、次の該当者を選定することを依頼した

（例 3月1日→6月11日→1月21日→9月31日

→8月2日→2月12日・・・）。

13 高齢者の中には、回復が困難であるとの認識や怠

慢からリハビリテーションを積極的に受けようとし

ない者もいるかもしれない。そのような場合は、金

銭的な動機に基づく誘発需要であっても有益である

可能性が考えられる。
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14 Hirth（1999）13）は、経営主体が非営利でも営利主

体と同様に営利を追求する事業者（for-profitfirms

indisguise）が存在することを指摘している。

15 本来であれば、利用者の性別、年齢も分析に用い

るべきである。しかし、調査票の設計ミスにより、

本稿のデータからは、利用者の性別、年齢に関する

情報が得られない。ただし、本稿と同様、個票を用

いて分析を行った Noguchiand Shimizutani

（2009）は、要介護度や医療依存度などの重症度を

制御すると、利用者の性別、年齢は、サービス利用

に影響しないことを示している。

16（1）式の左辺は、利用傾向を示す潜在変数であり、

購買量ではない。そのため、厳密には（1）式を需

要関数と呼ぶことは不適切である。しかし、本稿の

文脈に添った適切かつ簡潔な別表現が無いことから、

本稿では便宜上（1）式を需要関数と呼ぶことにす

る。

17 本稿の併設の定義には、「居宅介護支援事業所と

居宅介護サービス事業者の所在地が同一または隣接

地である」を含む。しかし、同一または隣接地以外

に立地する事業所でも、同一または関連法人の事業

所であれば、ケアマネジャーは利用者に当該事業所

を勧める可能性が考えられる。その場合、βの推定

値には過少バイアスが生じる。

18 本稿の分析枠組みにおいて、事業者選択を直接扱

うことは非常に困難である。例えば、併設事業所の

サービス利用の有無を従属変数、説明変数に併設事

業所の有無を含む回帰分析は、トートロジーとなり

意味をなさない。

19 この回答の信頼性が低いということは、ケアマネ

ジャーが、介護サービス市場の状況を正しく把握し

ていないことを意味する。そのような場合、ケアマ

ネジャーは、本来であればサービスを提供できるは

ずの事業者を見つけることができない可能性があり、

「選択の余地が無かった」という回答は過大になる

と推測される。

20 本稿と同様の分析は、厚生労働省の「介護サービ

ス施設・事業所調査」と「介護給付費実態調査」を

用いれば、より代表性の高い標本で行うことが可能

である。ただし、これらの調査では、現在利用して

いる居宅介護支援事業所の選択理由が「併設サービ

スに利用を希望する居宅介護サービスがあったから」

と答えた標本がもたらす推定結果の偏りを制御する

ことが困難であるように思われる。また、「介護給

付費実態調査」からは介護サービス利用の決定要因

である家族介護者や医療依存度の情報が得られない。

他方、上記の官庁統計はパネルデータとして用いる

ことが可能なので、介護報酬の改定等の制度変更が

誘発需要に与える影響を分析できる可能性がある。

このことは本稿のような横断面データにはない利点

である。

参考文献
1）坂田期雄.介護保険－自治体最前線の対応.ぎょ

うせい.2002;104-105

2）広島県.ケアマネジャー（介護支援専門員）の選

び方.2011

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/60/

1170396092011.html

3）Sugawara,S., Nakamura,J. Incentive for

gatekeepersandtheirdemandinducement:an

empiricalanalysis ofcare managers in the

Japaneselong-term careinsurance.CIRJE-F-916

2015

4）山内康弘.訪問介護費と事業者密.医療と社会

2004;14(2):103-118

5）Noguchi,H.,Shimizutani,S.Supplierdensity

andat-homecareuseinJapan:Evidencefrom a

micro-levelsurveyonlong-termcarereceivers.Jpn

WorldEcon2009;21:365-372

6）湯田道生.介護事業者密度が介護サービス需要に

与える影響.季刊社会保障研究 2005;40(4):373-

386

7）McGuire,T. Chapter9 Physician Agency.

Handbook ofHealth Economics.Amsterdam:

Elsevier,Amsterdam.2000:1;461-536

8）Dranove,D., Wehner,P. Physician-induced

demandforchildbirths.JHealthEcon1994;13:

61-73

9）湯田道生.第8章 誘発需要と情報の非対称性.

医療経済学講義.東京大学出版会.2011:147-162

10）Grytten,J.,S・rensen,R.Typeofcontractand

supplier-induceddemandforprimaryphysicians

inNorway.JHealthEcon2001;20:379-393

11）高知県.中山間地域の介護サービスの維持につい

て.第53回社会保障審議会介護給付費分科会資料2-

医療経済研究 2015Vol.27No.2132



2 2008

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/dl/s0918-

12d.pdf

12）Labelle,R., Stoddart,G., Rice,T. A re-

examinationofthemeaningandimportanceof

supplier-induceddemand.JHealthEcon1994;13

:347-368

13）Hirth,R.A.Consumerinformationandcompetition

between nonprofitand for-profitnursing homes.J

HealthEcon1999;18:219-240

14）池田心豪.サラリーマン介護.法研.2016:43-44

15）柏木聖代.在宅サービスのアウトカム評価と質改

善.季刊社会保障研究 2012;48(2):152-164

著者連絡先

岡山大学大学院社会文化科学研究科・教授

岸田 研作

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1

岡山大学経済学部

TEL：086-251-7546

FAX：086-251-7546

E-mail：kishiken@cc.okayama-u.ac.jp

在宅介護サービスにおける需要誘発仮説の検証 133



医療経済研究 2015Vol.27No.2134

Supplier-induceddemandforin-homeelderlycare

KensakuKishida＊

Abstract

Thisstudyexaminedwhethersupplier-induceddemandexistsintheformalhomecareservicemarketunder

thepubliclong-termcareinsuranceschemeinJapan,where"caremanagers,"asagentsofelderlyserviceusers,

areofficiallyrequiredtodevelopcareplansindependentofserviceproviders.

Thisstudyexaminesifcaremanagersareloyaltotheprincipalserviceusers,consideringthat60%ofcare

managersmayhaveeconomicincentivestoinducedemandaffiliatedwithhomecareserviceproviders.Prior

studieson supplier-induced demand in Japaneselong-term careserviceobtained inconsistentresults,

presumablybecausetheyfailedtoincorporatetheagencyqualityofcareprovidersandreliedonpoorlyrefined

measurementsofinter-providercompetitivenessandinstrumentvariables,asareoftenusedtotestphysician-

induceddemand.Thisstudyovercametheselimitationsbycomparingserviceutilizationpatternsinthe

characteristicsofcaremanagers,bothaffiliatedandnon-affiliatedwithserviceproviders.Wealsoexaminedthe

differenceinthemagnitudeofinduceddemandbetweenfor-profitprovidersandtheirnon-profitcounterparts.

Ourresultssupporteddemandinducementbycaremanagerswithprofitincentivesaffiliatedwithservice

providers.Further,themagnitudeofdemandinducementbyfor-profitproviderswaslargerthanbynon-profit

ones.Therewasnoevidencesupportingdemandinducementbythegovernment.

[Keywords]Long-termcareinsurance,Supplier-induceddemand
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