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巻頭言

準市場をめぐる政策の検証について:

介護従事者の処遇にかかわる情報公表諭を例に

慶慮義塾大学大学院経営管理研究科

田中滋

介護保険給付サービスが授受される「場Jは準市場に分類される。準市場は自由な選択に基づく需給

出会いの場であると同時に、社会保険制度の本質的な性格に由来する公的介入を受けている。後者ゆえ

の介入の代表は、サービス利用代金を社会的連帯の仕組みを通じて支援すること(=介護保険給付)と、

保険給付単位と単価の公定制(=介護報酬)に他ならない 1。ここで巻頭言執筆の機会を借り、「準市場

における参入主体の活動に影響を及ぼすことを目標とした政策の効果を検証するために、社会および政

府はどのような形で情報を収集し、いかに検証結果を開示すべきか」に関して思うところを述べてみた

しミU

上記の聞いの対象である「成果を検証すべき政策」は介護従事者の処遇改善策であり、この政策は近

年の介護人材確保難に対する強い懸念に応じて採用されるに至った。具体的には、国会では『介護従事

者等の人材確保のための介護従事者の処遇改善に関する法律』が成立し、さらに政府・与党により「介

護従事者の処遇改善のための緊急特別対策」を理由に、保険制度発足以来初となる報酬のプラス改定が

決定された。

このような状況下にあって、保険者たる市町村などからは、「介護保険給付サービスは公費と保険料を

財源とした公定価格下の事業である以上、介護報酬ひいては保険料上昇が処遇改善に結びつくのかどう

かを確かめるため、賃金・給与水準等の処遇情報を公表すべき」との強い意見が出された。それとは別

に、厚生労働大臣が設置した介護ビジョン検討会は、「各事業所における介護従事者の労働条件や給与水

準、教育訓練など、介護従事者の処遇に関する情報の積極的な公表を推進(基本的にすべての事業者が

公表することを目指す)Jとの提言を行なった。

なお、事業者もしくは事業者団体による自主的な処遇情報公表は、従事者の個人情報およびプライパ

シ}保護が充分になされるとの前提が守られるなら、努力を多としてよい。また、組織内(法人内)で、

処遇に関する適切な'情報を従事者が経営者に求めることは当然の権利である。よって回答すべき聞いは、

「準市場の自由な側面で決まる(教育訓練などを含む広義でみた)従事者の処遇について、政策の成果を

検証するためだとしても、準市場のもうひとつの側面である公的介入を理由に、処遇情報の公表を社会

あるいは政府が個別事業者に強制できるのか」であるo 以下に筆者の意見を示す。

そもそも介護人材確保をめぐる政策検証の目的は、「介護報酬と各種基準の改定が職員の処遇改善に結

びついたかどうかの確認」である。情報公表はそのために取りうる手段のーっと位置づけられる。つま
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り、報酬と基準の改定が処遇改善に及ぼした成果の検証が果たせるなら他の手段でもよく、賃金・給与

などの公表そのものを目的とする議論は本筋ではないと考える。

一般論として、手段が目的を損なうような事態があってはならない。またたとえ検証の目的が果たせ

ても、検証過程が肝心の政策目標の実現にとって邪胞となるようなことは絶対に避けるべきである。こ

こでは、介護従事者と経営者の自主的協議に委ねるべき雇用のあり方に過度の影響を与えないよう注意

する必要がある。自主的であっても情報公表に当たって要求される内容が賃金・給与に偏りすぎると、

介護従事者のキャリアアップや資格取得に役立つ教育研修機会やそのための費用補助、保育所設置など

育児や出産等にかかわる支援に熱心な事業者より、見かけないし目先の賃金・給与が高い事業者をよい雇

用主とみなすような誤解を与える恐れにも留意が欠かせない。

さらに、政策検証の手段が準市場活動を担う経営者の責任に属する意思決定に悪影響を与えではなら

ない。たとえば、自らの経営責任による人事労務戦略として、介護保険事業以外の収入を用いてでも報

酬改定率を超えて介護従事者の賃金・給与を上げようとする事業者の経営判断を束縛しないような配慮

が望まれる。介護事業者の収入は介護保険制度からの報酬だけとはかぎらず、施設食住費や医療保険か

らも収入を得るケースは珍しくない。介護保険で利用者との自由な契約に基づくサービスを行なう事業

者も存在する。そして介護従事者の賃金がどの収入から支払われたものかを割り当てる会計上の計算は

時間と手間を要する会計基準も法人種別によって異なる。いずれにせよ、 2009年度の基準改定には事務

負担の削減を図るという別の政策目標もあり、それに反する要求を課すべきではないだろう。

以上を踏まえると、準市場の一方の性質から必然となる経営の意思決定責任と、もう一方の性質が求

める公的資源の適切な活用の評価の双方を充たすためには、介護人材確保を目指す政策の検証方法につ

いて次のような結論が導かれるのではなかろうか。報酬改定後一定期聞を経た時点で、「介護報酬増のう

ちどの程度が処遇改善につながったか」に関する分析厚生労働省の責任においてしかるべき標本数を確

保して(実務は外部に委ねるにしても)実行し、その結果を開示するという手法が準市場をめぐる政策

の検証にふさわしい。

i この原稿の作成にあたり、東京大学社会科学研究所堀田聡子特任准教授から貴重なコメントを得たことに深く感謝する。

ii 詳しくは本誌19巻1号収載の拙文“介護保険と介護市場をめぐる政策の展開"参照。

介護サービスの質に関しては、介護保険法第115条の規定に基づき、介護サービス情報公表制度が定められているが、

こちらは別なテ}マなので本稿の対象とはしない。
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|特別寄稿|

国際保健と人聞の安全保障

中村安秀*

抄録

1990年代に開催された国際会議での重要な争点、すなわち、環境、人権、リプロダクティブ・ヘルス・ライツ、
HIV/AIDS、開発と貧困、ジェンダーなどは、いずれも地球規模での健康問題と深く関連していた。多くの国襟会議やサミ
ットで提唱された開発目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめたものがミレニアム開発目標である。 2008年7月、
日本政府はG8サミットの主催国として、「人聞の安全保障」の視点から一人ひとりの健康に着目するとともに、感染症対
策と母子保健サービスを包括し、個人や地域社会の能力強化を目ざした保健システム強化という基本政策を打ち出した。
多くの途上国において、第二次世界大戦後の短期間に急激な健康水準の改善を成し遂げた日本に対する期待は大きい。

文化、宗教、経済状況、交通手段、教育レベルなど、途上国の保健医療を取り巻く環境は日本とは大きく異なる。しかし、
母子健康手帳のように日本の先輩たちの工夫や努力は、途上国の保健医療関係者にとって大きなヒントとなるに違いない。

キーワード:国際保健、人間の安全保樟、ミレニアム開発目標、母子健康手帳、洞爺湖サミット

はじめに

世界保健機関 (WHO) とユニセフの共催でア

ルマアタ CI日ソビエト連邦、現在はカザフスタン

共和国)で「プライマリヘルスケア (Primary

Health Care : PHC) に関する国際会議Jが開催

されたのは、 30年前の1978年9月のことだった。

143か国の政府代表と 67の機関(国際機関やボラ

ンテイア団体を含む)が参加し、会議の最終日に

アルマアタ宣言が採択された。アルマアタ宣言第

6章では、 WHOらしい修辞に満ちた文章の中に重

要なキ}ワ}ドがいくつも散りばめられ、 PHCの

理念を一文で象徴している])。具体的には、公平

なアクセス、住民参加、地域の自立と自決、保健

医療コスト、社会的受容性、科学的有効性などで

* 大阪大学大学院人間科学研究科国際協力学講座教授

ある(表1)。

その後、 1990年代に入り、「子どものための世

界サミット(ニューヨーク)J、「地球環境サミッ

ト(リオデジャネイロ、 92年)JI国際人口開発会

議(カイロ、 94年)J、「世界女性会議(ペキン、

95年)Jなど世界規模での国際会議が立て続けに

開催された。 90年代に開催された国際会議での重

要な争点、すなわち、環境、人権、リプロダクテ

イブ・ヘルス・ライツ、 HIV/AIDS、開発と貧困、

ジェンダーなどは、いずれも地球規模での健康問題

と深く関連していた。いいかえれば、人びとの健

康を守るためには、狭義の保健医療分野の専門家

だけでは対処できない現実に直面したといえる 2)。

1 .ミレニアム開発目標

2000年9月に採択された国連ミレニアム宣言で

は、平和と安全、開発と貧困、環境、人権とグッ



指標に関する項目も決められており、ミレニアム

開発目標は単なる努力目標ではなく、極めて具体

的な数値目標であることに注目したい(表3)。

このようなグローパルな課題に取り組むには、

国連機関、各国の政府機関、先進国や途上国の

NGO、民間企業、市民が手を取り合って、保健医

療水準や健康状態に関する現状分析を行い、社

会・経済状況を十分に考慮した上で解決策を模索

していく努力が求められτいる。

近年、ピル・ゲイツ・ミリンダ財団をはじめと

する民間財団は巨額の資金を保健医療分野の国際

協力に投じている。 2002年に創設された世界エイ

ズ・結核・マラリア対策基金は、政府、国連機関、

NGO、学界、企業、宗教組織などから構築される

水平的なネットワークを構築し、事業を実施する

のではなく感染症の予防や治療のための資金供与

に徹し、途上国の感染症対策に大きな貢献をして

また、 2006年にフランスのシラク大統領

Vol.20 No.2 2009 

ド・ガパナンスなどを課題として掲げた。そして、

90年代に多くの国際会議やサミットで提唱された

開発目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてま

とめたものがミレニアム開発目標 (Millennium

Development Goals : MDGs) Jである(表2)ヘ
MDGsは8つの目標を掲げ、そのうちMDG4

(乳幼児死亡率の削減)、 MDG5 (妊産婦の健康

改善)、 MDG6 (感染症対策)の 3つの目標が保

健医療と直結している。教育、環境、貧困という

グローパルな課題でさえ、 1つの項目にまとめら

れていることを勘案すると、生存や健康が人類に

とっていかに大きな意義をもつかがわかる。また、

基礎教育、ジ、ェンダー、貧困、環境対策など多く

の項目が、保健医療分野と密接に関連している。

母子保健については、 f2015年までに 5歳未満児

の死亡率を3分の2減少させる」、 f2015年までに

妊産婦の死亡率を4分の3減少させるJといった

具体的な目標値と期限が設定されている。また、

医療経済研究64 

いる。

アルマアタ宣言第6章の一部(英語原文1)と著者による日本語訳)

Primary health care is essential health care based on practical， scientifically sound and socially acceptable 

methods and technology made universally accessible to individuals and families in the community through 

their full participation and at a cost that the community and country can afford to maintain at every stage of 

their development in the spirit of self-reliance and self-determination. 

表 1

プライマリーヘルスケアは、科学的に有効でかつ社会的に受容できるやり方や技術に基づく必要不可欠なヘルス

ケアである。自立と自決の精神に則り、コミュニティや国がその発展の度合いに応じ負担できる費用の範囲内で、

コミュニティの中の個人や家族があまねく事受できるよう、十分な住民参加のもとで実施されるものである。

ミレニアム開発目標 CMillenniumDevelopment Goals : MDGs) 

1
i
q
L
q
a
a
a
τ
H
U

ロU
弓

4

0

0

極度の貧困と飢餓の撲滅

普遍的な基礎教育の達成

ジ、ェンダーの平等の推進と女性の地位向上

乳幼児死亡率の削減

妊産婦の健康改善

HIV/AIDS、マラリア、その他の疾病の蔓延防止

環境の持続可能性の確保

開発のためのグロ}パル・パートナーシップの推進

表2

2015年までに、 191の国連加盟国は上記目標を達成しなければならない



(当時)が導入した航空券国際連帯税は、ミレニ

アム開発目標の達成のためにフランス発の航空機

の航空券に課税するというまったく新しい仕組み

であり、すでに多くの国で導入が検討されている。

このように、 21世紀に入札国際保健医療協力

を取りまく環境は大きく変わりつつある。今後は、

狭義の保健医療関係者だけでなく、行政、経済、

環境など多岐にわたる専門分野の経験や技術を基

盤にした学際的な活動とともに、政府や国際機関

だけでなく、 NGOや民間企業が発言力を増してお

り、まさに地球市民によるネットワークの構築が

求められていると言える。

2圃潤麓湖サミットのインパクト

2008年は日本の国際協力にとって画期的な年で

あった。 2008年5月に横浜で第4回アフリカ開発会

議 (theFourth Tokyo International Conference 

onA恒 canDevelopment : TICAD IV)を主催し、

表3 MDGs4、5、6の具体的な目標と指標

eMDGs 4 小児死亡の減少
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2008年7月にはG8北海道洞爺湖サミットを開催

した。

TICAD IVとは、 5年ごとに日本で開催される

アフリカ開発をテーマとした政策フォーラムであ

り、 2008年は「元気なアフリカを目指してJとい

う基本メッセージのもと、今後のアフリカ開発へ

の国際社会の取り組みを具体的に打ち出した。ア

フリカでは、貧困、食糧不足、 HIV/AIDS、結核、

マラリアなどの感染症などは深刻な問題である

が、一方では経済的な発展への期待も大きい。感

染症や母子保健などのMDGsの目標達成ととも

に、平和の定着や民主化、環境・気候変動問題へ

の対処など取り組むべき課題も少なくない。

G8サミットについては、主催国として高村正彦

外務大臣が、「人間の安全保障 (humansecurity) J 

の視点から一人ひとりの健康に着目するととも

に、個人や地域社会の能力強化(エンパワーメン

ト)を目ざした保健システム強化という日本の基

本政策を打ち出した。また、日本の戦後の母子保

1990年から2015年までに5歳未満鬼の死亡率を3分の251き下げる。

指標:5歳未満児死亡率 (U5MR)

乳児死亡率 (IMR: Infant Mortality Rate) 

はしかの予防接種を受けた1歳児の割合

e MDGs5 妊産婦の健康の向上

5 -A. 1990年から2015年までに妊産婦死亡率を4分の3引き下げる。

指標:妊産婦死亡率 (MMR: Maternal Mortality Ratio) 

熟練した出産介助者による出産の割合

5 -B. 2015年までにリプロダクティブヘルスに対するユニパ}サル・アクセスを実現する。

指標:避妊法実施率

若年出産率

妊娠中ケアの受診率

望まない妊娠に対する家族計画

e MDGs6 HIV/AIDS、マラリア、その他の疾病の蔓延防止

2015年までにHIV/AIDSの蔓延を食い止め、後退させる

2015年までにマラリアその他の病気の蔓延を食い止め、後退させる
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健の増進に触れ、保健所や学校における予防接種、

定期健康診断の普及、栄養指導や給食などを徹底

する包括的な施策が成果につながったこと、母子

健康手帳を通じた国際協力の成果などを世界に発

信した4)。

日本国内では地球温暖化や気候変動に関する報

道が多かったが、国際社会ではG8サミットにお

ける「国際保健に関する洞爺湖行動指針 (G8保

健専門家会合報告書)Jへの合意は高く評価され

た。 G8以外のステークホルダ}との対話を維持し

つつ、過去のG8のコミットメントの達成状況を

毎年レビューすることが決定された。また、保健

関連MDGsに対する包括的な取組み、人間の安全

保障の視点、研究開発の重要性、全員参加型と援

助の効率性の重視などの基本的な原則のもと、母

子保健や人材育成を含む保健システム強化をめざ

すことを合意した。

具体的には、世界で約400万人が不足している

といわれる保健従事者の育成、保健システムに関

する適切なモニタリングや評価の必要性、保健デ

ータの指標標準化、妊産婦・新生児・小児の継続

的なケアへの取組み、エイズに関する予防・治

療・ケアとサポートへのユニバーサル・アクセ

ス、結核による死亡者数の半減などの行動指針が

盛り込まれた(表 4)。驚くべきことに、主に途

上国を念頭に作成されたこの行動指針は、日本の

表 4 国際保健に関する洞爺湖行動指針 (G8保健専門家会合報告書)

G8以外のステークホルダーとの対話を維持しつつ、過去のG8のコミットメントの達成状況を毎年レピューす

る。また、保健関連MDGsに対する包括的な取組み、人間の安全保障の視点、研究開発の重要性、全員参加型と

援助の効率性の重視などの基本的な原則のもと、下記の具体的な行動を起こすことに合意した。

A.保健システム強化

-保健従事者の不足(世界で約400万人、アフリカで150万人)への対処の必要性。 WHOの基準値である、人

口あたりの保健従事者の比率が2.3/千人にまで増加するよう取り組む。

-保健システムに関する適切なモニタリング・評価は、保健政策の進捗に基づいた決定を可能にする。保健デ

ータの指標標準化のためのステークホルダー間の連携を強化。

B.母子保健(妊産婦・新生児・小児の保健)

-妊産婦・新生児・小児の継続ケアや、熟練助産者立ち会いのもとでの出産の増加を通じて、妊産婦および新

生児の死亡削減のための取組を強化。

-最近の食料価格高騰を考慮し、栄養プログラムの実施強化。

C.感染症

・2010年までにエイズに関する予防・治療・ケアとサポートへのユニバーサル・アクセスの目標へ向けた努力

の強化を確認。

-結核による死亡者数を2015年までに半減するとの目標に照らし、軌道に乗っていないことを確認。

・アフリカにおけるマラリア高まん延国30カ国において、当面の数年間、マラリアによる死亡数半減の目標が

達成されるよう取り組む。蚊帳へのアクセス拡大などのマラリア予防対策を強化。

・ポリオ根絶に向けた取組を強化。

-顧みられない熱帯病について、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの主要感染国において、感染者の少なく

とも 75%に対して支援を届けることができるよう取り組む。

D.他分野との連携促進

-保健、貧困、教育、ジェンダ一、安全な水・衛生の分野間の連携を拡大する。

-気候変動が保健に与える潜在的な影響を分析するための、関連機関の作業を支援する。

E.資金

・母子保健や、新たな保健課題のために、途上国内外からの追加的資金の必要性。



保健医療が現在直面している課題と共通する部分

が多い。国際保健を圏内の保健医療から切り離し

て考えるのではなく、今後は、途上国も含めたグ

ローパルな保健施策の動向が囲内問題と直結して

いるという視点が必要なのではないかと考えられ

る。

3 .人聞の安全保障

人間の安全保障の概念が国際社会で評価される

ようになったのは、 1990年代のことである。国連

開発計画 (UNDP)は、「人間開発報告書1994年

度版」において、「人間の安全保障」と2つの自由、

即ち恐怖からの自由と貧困からの自由を結びつけ

た九そして、人間の安全保障の7分野(経済、食

料、保健、環境、個人、コミュニティ、政治)を

提示し、包括的に人間の安全保障を定義した。そ

の後、 2003年に緒方貞子氏とアマルテイア・セン

氏を共同議長とする人間の安全保障委員会は、

「安全保障の今日的諜題jをコフイ・アナン国連

事務総長に提出した。この報告書の中で、「人間

の安全保障」は、個人とコミュニテイの恐怖から

の自由、欠乏からの自由、尊厳を持って生きる自

由を保障することであると明確に定義付けられ

た。戦争や紛争だけでなく、家庭内を含めたすべ

ての暴力に対する恐怖から解放され、貧困や病気

などの生活の不安からも解放され、尊厳を持って

生きることの重要性を指摘している。そして、個

人やコミュニテイが、外からの支援に依存するの

ではなく、いま直面している脅威や、将来直面す

る脅威に対して、自ら立ち向かっていく力を高め

ること、すなわちエンパワメントを重視している。

個人やコミュニテイに焦点を当てた取り組みを

すすめるには、保護とエンパワメントを統合した

アプローチが求められる。保健医療分野において、

保護とは保健医療サービスや疾病予防プログラム
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の公平な提供やモニタリング・評価というトップ

ダウンのアプローチであり、エンパワメントとは

個人やコミュニティが自らの健康を自分たちで守

る能力を強化するというボトムアップのアプロー

チであると考えられる九また、 SARS(重症急性

呼吸器症候群)や鳥インフルエンザなどの感染症

が簡単に国境を越えて広がる時代にあって、途上

国の人びとの健康向上のための国際保健医療協力

は、実は、私たち自身の健康を守るという日本の

「人間の安全保障」にもつながっている事実を強

調しておきたい。

4.途上圏の保健医療の実際

ここで、国際保健医療協力の対象となる途上国

の保健医療サービスの実際について、紹介してお

きたい。多くの途上国では、保健医療従事者や医

療施設の絶対数の乏しさに加え、医療サービスの

ほとんどが大都市に集中している。首都の近代的

な私立病院では最新の検査機器やレントゲン機器

が完備し、欧米に留学した医師が診療に当ってい

る一方で、人口の大多数が住んでいる農村部の診

療所では医師もいないうえに、医薬品も不足して

いる。この矛盾を克服するためには、多くの人口

を抱える村落レベルにおいてプライマリヘルスケ

ア (PHC)による保健活動を強化し、ヘルスセン

ターなどの 1次医療や地域病院での 2次医療につ

なげるシステムを確立する必要があり、各地で地

域保健医療システムの強化が試みられている。

例えば、インドネシアの小児医療では、体重測

定、健診、予防接種などの小児保健サービスは村

落レベルのポシアンドゥ(全国で約25万か所)で

行われ、ヘルス・ボランティアが中心となって活

動している。 1次医療機関である保健所は lつの

郡に1-2カ所設置され、一般医が1-2名、助産師、

看護師、栄養助手、衛生士、予防接種員などが常
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勤している。 1か所あたり 3-4万人の人口をカバ

ーし、一般診療、予防医学、健康教育やボランテ

イアへの研修などを行なっている。 2次医療機関

である地域病院(全国で約310か所)では、内

科・外科・小児科・産科の主要4科が揃い、小児

医療が提供されている。しかし、大多数の小児科

医が勤務するのは、第 3次医療機関である州病院

や大学病院である。 2億人以上の人口をかかえる

インドネシア全国でわずかおか所にすぎない。小児

科医の診療を受けることができるのは、経済的に

も地理的にも恵まれた一部の子どもだけであるヘ

途上国の保健医療の現場での経験でいえば、地

域住民に対する地域医療機関としての保健所や地

域病院の果たす役割は大きいが、単に医療費が高

いだけでなく、交通機関に乏しい、交通費が払え

ない、労働に'忙しくて時聞がないなど種々の理由

により、医療機関へのアクセスそのものが困難な

状況である。また、医療機関においては、医師が

いない、血圧計や体温計といった基本的な医療機

材がない、医薬品の供給が不十分であるなど、問

題は多い。また、多くの国で医師や助産師は、公

立病産院や保健所で勤務するかたわら自宅で開業

するのがふつうであり、公的保健医療サービスへ

の熱意に欠ける面もある。

5.柑の健康l志村人が守るーインドネシア

の住民参加

筆者が実際に暮らして経験したインドネシア北

スマトラ州のヘルス・ボランテイアによる母子保

健活動を紹介する。公的保健医療サ}ピスにおけ

るヘルス・ボランテイアの位置付けは国によって

異なるが、乳幼児健診、栄養改善運動、家族計画

などの分野で活躍している。とくに、小児保健に

関しては女性の主体的な参加が必要不可欠で、あ

り、女性を中心としたコミュニティレベルのボラ

ンティア組織の果たす役割は非常に大きい。

インドネシアにおける母子保健活動の中心を担

うのは、ポシアンドゥ (POSYANDU)である。

全国の村ごとにポシアンドゥ組織を作り、毎月 1

回、 5歳未満児の体重測定を住民の手で行ない、

母子保健、家族計画、予防接種、栄養改善、下痢

産対策の 5項目の保健サービスを実施している。

ポシアンドゥの健診の流れは、①受診の登録、②

体重測定、③測定結果の記録、④栄養や家族計画

の指導およびビタミン剤などの投与、⑤予防接種、

という 5つの活動を順序だ、てて実施する。そして、

①から④までの活動は村のヘルス・ボランテイア

が担当し、⑤の予防接種の段階で保健所スタッフ

が加わる。

インドネシアのポシアンドゥと日本の乳幼児健

診の最大の相違点は、村の人々がヘルス・ボラン

ティアとして自主的に健診に参加していることに

ある。ヘルス・ボランテイアは読み書きさえでき

れば誰でも希望することができ、保健所で基本的

な研修を受けた後、ポシアンドゥに参画すること

になる。彼らの多くは農作業の合聞にポシアンド

ゥ活動に参加していた。自発的にヘルス・ボラン

テイアを希望した動機に関しては、個人的な要素

が大きいが、私が活動していた村のリ}ダーの言

葉が村人の共通の心a情を物語っている。

「今まで、この村では、小さい赤ちゃんがいっ

ぱい死んで、いった。だれも、好きでボランティア

をする人はいないよ。ぼくた、って、本当はボラン

テイアなんかしたくないさ。だけど、子どもたち

が健康で、コミュニティの人が安心して暮らせる

ようにするためには、コミュニティの人聞ががん

ばらなきゃいけないじゃないか。」

その基本にあるのは、自分たちもけっして経済

的には豊かだとはいえないけれど、コミュニテイ

のために自分たちにできることから始めていこう

というコミュニテイの自助自立の精神であった。



s組器2容のf粟鰻護霊壌の経験を活かす

多くの途上国において、第二次世界大戦後の短

期聞に急激な健康水準の改善を成し遂げた日本に

対する期待は大きい。日本の乳児死亡率は1950年

には60.1(出生千人当り)であったが、 2005年に

は2.8にまで減少し、出生時平均余命は78.6歳(男

性)、 85.5歳(女性)と世界最高水準に達している。

文化、宗教、経済状況、交通手段、教育レベルな

ど、途上国の保健医療を取り巻く環境は日本とは

大きく異なる。 MDGsのようなグローパルな課題

に取り組むには、国連機関、各国の政府機関、先

進国や途上国のNGO、民間企業、市民が手を取り

合って、保健医療水準や健康状態に関する現状分

析を行い、社会経済状況を十分に考慮した上で解

決策を模索していく努力が求められている。その

際に、財源もなく貧弱な医療機器と人手不足のな

かで、母子健康手帳のような日本の先輩たちの工

夫や努力は、いま同じような製難辛苦のなかで奮

闘している途上国の関係者にとって大きなヒント

となるに違いない。

日本で母子健康手帳が始まったのは、戦後の復

興さなかの1948年であった。当時の母子手帳は、

手書きでガリ版刷りの手帳に粉ミルクの配給記録

が記載されており、紙質も悪く、わずか20ページ

のものであった。母子健康手帳の特徴は、記載さ

れた健康記録を保護者が管理できる、医療機関を

変更する際にも利用できる、保健医療サービス提

供者と利用者のコミュニケーションの改善に役立

つ、母親や父親の知識・態度・行動の変容を促す

健康教育教材など種々の側面をもっている。この

母子健康手帳は日本独自のシステムであり、妊

娠・出産・子どもの健康の記録を 1冊にまとめた

手帳は欧米でもほとんど見かけない。

日本の母子健康手帳に触発されて、各国におい

て文化や社会経済状況を反映した様々な取り組み
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が、国際協力機構(JICA)、ユニセフ、 NGOなど

の協力を受けて行われている。タイでは1980年代

に開発され、現在ではカラー漫画を取り入れた楽

しい母子健康手帳が作られている。アメリカ合衆

国ユタ州ではKeepsake(親から子どもへの贈り

もの)の意味を込めて、アルバムと見間違うよう

な重厚な母子健康手帳が開発された。 21世紀最初

の独立国家である東テイモールでは、ユニセフが

中心になり復興に立ち上がる人びとのシンボルと

して母子健康手帳を導入した。ラオスでは、父親

の参加を促す目的で、母親だけでなく父親の写真

が表紙を飾っている。大阪大学大学院人間科学研

究科に留学していたバングラデシュ人医師は、来

日してから母子健康手帳の魅力に惹かれ、ついに

自分でバングラデシュ版母子健康手帳を作成し、

いまはバングラデシュ産婦人科医協会が中心にな

って普及に努めている。

インドネシアでは、 1992年の冬にインドネシア

入医師が日本研修中に、日本の母子健康手帳のす

ばらしさに感動したことがきっかけとなり、イン

ドネシア版母子手帳の開発が始まった。インドネ

シア政府は妊婦カードと乳幼児カード(体重と予

防接種の記録が中心)をすでに普及させており、

乳幼児の発達カードも新たに作成していた。しか

し、それらのカードが別々に配布されているため

に、健診に 3種類のカードを忘れずに持ってくる

親はほとんどいなかった。そこで、日本のように

妊娠中から出産、子どもの成長や発達まで一冊の

手帳になった母子保健ハンドブックをインドネシ

アでも作ってみたいという希望が出された。

1994年にJICAプロジェクトにおいて、お母さ

んが赤ちゃんを抱いている写真がピンク色の表紙

を飾るという大胆なインドネシア版母子健康手帳

が開発され、中部ジャワ州サラテイガ市をモデル

地区にした配布が始まった。インドネシアの母子

健康手帳の特徴は、日本語の翻訳は一切行わず、
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インドネシアにすでに存在するパンフレットやポ

スターを原図として活用し、インドネシア人が中

心になって開発や普及に努めたことにある。また、

多民族社会であることを考慮し、母子健康手帳の

表紙は州ごとに異なり、地域色を強く打ち出した。

、人口15万人の地方の小都市で始まった母子健康

手帳モデル活動は、 ]ICAだけではなく世界銀行、

国連人口基金、ユニセフなど国際機関の協力も得

て、 10年後には人口2億4千万人のインドネシア

全土に広まった。 2004年には、保健大臣令により、

インドネシアのすべての母親と子どもは母子健康

手帳をもっ必要があり、助産師や医師は母子健康

手帳に記録すべきであると定められた。しかし、

母子健康手帳を配布するだけで、母親と子どもの

健康が守れるわけではない。いまも、母子健康手

帳を用いて、妊産婦と乳幼児の健康を増進し、母

子保健サービスの質の向上をめざしたプロジ、エク

トの取り組みが続いている。

7 .日本も途上国かS学部

21世紀の地域社会のあり方を考える時に、国際

保健医療協力から日本自身も途上国の活動に学ぶ

必要性があることを強調したい。都市化と高齢化

という戦後のわが国がたどってきた少子高齢化社

会における地域保健の問題は、アジアではすでに

現実の課題となっている。そして、アジア諸国の

専門家は老人保健やホスピスケアを欧米諸国で学

んだ後、実践面ではアジアの先進国としての日本

に大きな関心を寄せている。一方、アジア諸国に

おける保健医療改革のスピードは早く、急激に変

化する社会経済状況に即時に対応していくという

点においては、日本の保健医療関係者がアジアか

ら学ぶところも少なくない。韓国では日本よりも

早くからドメスティック・バイオレンスに関する

法制化が行なわれ、タイでは経済危機後に自殺防

止のための相談に行政が積極的に取り組んでき

た。そして、イスラム教が90%以上を占めるチュ

ニジアでは、青少年に対する性とリブロダクテイ

ブヘルス教育が行われている九

また日本国内に目を転じても、多くの外国人が

定住し、夫婦が外国人および国際結婚した外国人

の増加により、出身国の文化やコミュニティを尊

重しつつ、日本社会の中でどのように出産し子育

てを行うかということが大きな課題となってい

るo いいかえれば、多民族および多文化共生社会

における地域保健医療のあり方が間われていると

いえよう。

インドネシアの社会で印象的だ、ったのは、赤ち

ゃん時代から子どもたちはいろんな大人と接する

中で育っているということだった。泣き止まない

赤ちゃんを抱くのは母親だけではなく、父親、姉、

親戚の叔母、近所の人。いろんな大人が当たり前

のように子どもとかかわっていた。歩き始めると、

子どもは近所の子ども集団に仲間入り。はじめは

年長の子どもの後を追いかけ、そのうち年下の子

どもの面倒を見ることも学んで、いく。いろんな大

人や年齢の違う仲間がいるという環境の中で、子

どもたちは自然に社会'1主を身につけていた。日本

が高度成長の聞に失ってしなった風景がインドネ

シアではいまも息づいている。

時計の針を逆に回すことはできないが、 20世紀

後半のわずかな聞に私たちが獲得したものと喪失

したものを冷静に見つめなおし、新たに構築すべ

き目標を議論する必要がある。今後は、経済学、

社会学、教育学、医療人類学など幅広い分野の専

門家と共同するなかで、グロ}パルな視点をもっ

て日本の保健医療の改革を推進していく必要があ

ろう。



8 .おわりに

国際保健医療協力という特別の活動分野がある

のではなく、日本で健康を守ることも、途上国で

健康を増進することも基本的には同じことであ

る。今後は、国際保健医療協力と囲内の保健医療

との連携がますます必要になろう。大学病院、総

合病院、地方自治体などから専門家が派遣され、

帰国後は元の職場に復帰し臨床や研究や教育に再

び従事するシステムの確立が早急に望まれる。

このような人的なリンケージが機能したとき

に、日本の保健医療の経験を国際協力の現場に活

かし、また、途上国での貴重な国際体験を囲内に

おける健康の向上に還元することが可能になる。

すなわち、国際協力活動の成果を日本の市民社会

に還元し、市民社会の成果を途上国の人びとと共

有するという、国境を越えた「人間の安全保障」

を推進するシステムづくりが求められている。
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Global Health and Human Security 

YぉuhideN akarnura * 

Abstract 

Global issues such as environment， poverty， human rights， reproductive health and rights， HIV / AIDS， and 

gender and development are closely related to health in the world. UN Millennium Development Goals (MDGs) set 

up eight goals for all UN Member States to meet the goals by the year 20日.The target 4 (reduc巴childmortality) ， 

target 5 (improve maternal health) and target 6 (combat HIV / AIDS， malaria and other diseases) are health 

problems. 

In 2008， Japan will host two major conferences， the Fourth Tokyo International Conference on African 

Development (TICAD IV) and the G8 Hokkaido Toyako Summit. At this important diplomatic juncture， Japan 

called for a stronger engagement of the international community in global health. After the Okinawa Summit in 

2000， international awareness to tackle infectious diseases has increased. We， however， still face serious challenges in 

maternal， newborn， and child health. 

Human security is a concept that is very relevant to international collaboration in the 21st century. It is vitally 

加 portantthat we should focus on the health of individuals and protect them， and sむiveto empower individuals and 

communities through health-system strengthening. It is essential to promote a human-centered approach to s凶keat 

the root of the problem， especially through the promotion of research and development and strengthening of health 

systems， including human resource development. 

Japan was a developing country just after the Second World War. There were a high prevalence of many kinds 

of infectious diseases and many children died before their first birthday. Individuals. families and the community also 

made efforts against infectious diseases and maternal and child health through formal and informal collaboration. 

Japan should share its experience with developing countries by the researches based on the analysis of social and 

medical sciences. 

[key wordsJ Global Health， Human Security， Millennium Development Goals， Maternal and Child Health Handbook， 

G8 Hokkaido Toyako Summit 

串Professor，Graduate School of Human Sciences， Osaka University 
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論 文

リハビリテーシ盟ンがもた昌す健康効用値改善と

日本語版HealthUtilities Ind串xMark置

の安当性について
能登真一*1 上村隆元*2

抄録

近年、医療経済学の分析手法の中でも、費用効用分析を用いた研究報告が増えている。費用効用分析では Quality-

Adjusted Life Vears (QALVs) を用いるが、この算出に必要なのが健康効用値である。健康効用値の評価には直接法と間

接法があり、最近は標準化された質問票を用いた間接法による多属性健康効用値評価が増えている。しかしながら、本邦

においてはそのデータ蓄積が十分でなく、評価用具の妥当性の検討も課題として残されている。

本研究では回復期リハビリテーション実施患者を対象に健康効用値の変化を調べ、その有用性や妥当性を検討した。健

康効用値の評価には日本語版HealthUtilities Index Mark3 (HUI3)を用い、その測定用具としての妥当性もあわせて検討

した。対象患者は全国の 5つ病院の回復期リハビリテーション病棟に入院する脳血管障害や大腿骨頭部骨折などの患者

521例である。全体では健康効用値は入院時に0.10であったものが、退院時には0.33に改善し、その増分は0.22となった。

診断の遣いによる増分の差は認められなかった。また、 HUI3のsinglescoreの比較では、移動領域、認知領域が低くなり、

それぞれ入院時に0.31、0.61、退院時には0.57，0.69であった。診断を間わず入院期間に改善を示した領域は移動領域と

感情領域のみであった。 singlescore聞の相関では、感情と痛み (r=0.510)、移動と認知 (r=0.508)、会話と認知 (r=

0.470)などで相関を認めた一方で、視覚と器用さ (r=0.020)、聴覚と器用さ (r=0.041)、視覚と痛み (r=0.065)で

相闘を認めなかった。また、 ADLの指標である BarthelIndex との相聞は、 r=0.724~0.768 (p<0.001) となった。

HUI3によって評価された健康効用値は転帰の群ごとによる比較でも BIと同様の特徴が認められ、健康効用値がリハビリ

テーションのアウトカム指標として一定の有用性があることが確認できた。また、日本語版HUI3については、構成概念妥

当性などが確認され、今後の医療経済学的な分析に用いることが可能であると示唆された。

キーワード:健康効用値、リハビリテーション、 HealthUtilities Index、QALVs、費用効用分析

1 .はじめ!こ

医療経済学にはアウトカムの指標を何で評価す

るかの違いにより費用最小化分析や費用効果分析

などの研究手法がある九そのうちの費用効用分

析を用いた研究報告は1976-2001年までに500を

超え、近年増加傾向にあるヘ費用効用分析では

*1 新潟医療福祉大学医療技術学部
*2 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室

QALYs (Quality-Adjusted Life Years :質調整生

存年)を求めるが、この算出に調整係数として用

いられるのが健康効用値であるトヘ健康効用値の

評価には、従来から時間得失法 (TimeTrade-O宜)

や基準的賭け法 (StandardGamble) などが直接

法として用いられる一方で、標準化された質問票

(インスツルメント=用具)で健康効用値を求め

る間接法が開発されてきた九最近では、標準化

された質問票を用いた多属性健康効用値評価も増

えている 6)。とくに、 HealthUtilities lndex (HUI) 7) 
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とEuroQol(EQ・5D)8)はその評価用具としては多

く用いられているが、両尺度ともにより多くの疾

患や保健サ}ピスの評価に対し、実証デ}タの蓄

積が求められる状況にある。健康効用値の測定に

関しては、その増減がQALYsを直接変化させる

ため、妥当性や信頼性については十分に検討して

おく必要がある。

一方、リハビリテーション医療のアウトカム研

究に関しては、従来からActivityof Daily Living 

(ADL)を指標にすることが圧倒的に多く、近年

になってようやく SF・369
)などのHRQL(Health-

Related Quality of Life)尺度を用いたものが散見

されるようになってきたlヘしかしながらこれら

のHRQL指標でも、他の医療技術との比較が難し

いばかりでなく、費用効用分析に用いる QALYs

の算出には適用できないという難点がある。費用

効用分析にはvonNeumann-Morgensternの効用

理論ωlこ基づいた効用測定が欠かせないωため、

健康効用値を用いたアウトカム研究を発展させる

必要性が高まっている。今後、園内においても

様々な医療経済学的研究が発展していくと思われ

るが、健康効用値の測定は避けては通れない課題

であるとともに、本邦における様々な健康状態に

ついての健康効用値の積み上げは必須の課題とし

て急がれる状況にある。

以上のような背景を踏まえ、本研究では回復期

リハビリテ}ションによる健康状態の改善を健康

効用値の変化として調べることと、そこで用いる

日本語版HUIの妥当性を検討することを目的に調

査を実施した。

2 .方法

(1)研究デザインと対象者

研究デザインは全国の 5つの病院で実施する縦

断的な多施設共同研究とした。対象病院はA:竹

田綜合病院(会津若松市;回復期リハ病床数/総

病床数=60/1，075)、B:藤沢湘南台病院(藤沢

市;33/303)、C:静岡市立清水病院 (60/500)、

D:城北病院(金沢市;46/314)、E:新潟中央

病院(新潟市;50/279)で、それぞれの回復期

リハビリテーション病棟に平成18年6月から平成

18年12月までに入院したすべての患者を対象とし

た。さらに対象者をそれぞれの基礎疾患により、

脳血管障害、大腿骨頚部骨折、下腿骨骨折や腰椎

骨折などその他整形外科疾患、肺炎や廃用症候群

などその他内科的疾患の 4群に分類した。

これらの患者を対象に回復期リハビリテーショ

ン病棟の入院前後で健康効用値と ADL指標を用

いて健康状態を評価した。 ADLについては

Barthel Index (BI)ωを用いた。

(2 )健康効用値測定

健康効用値は0を死亡、1.0を完全に健康な状態

と想定した0-1.0の間隔で表される健康関連QOL

(Health Related Quality of Life (HRQL))尺度で

あるヘ健康効用値の測定には日本語版Health

Utilities Index Mark3 (日本語版HUI3)14)を用い

た。 Hur)はカナダのMcMaster大学のTorrance

らによって開発された包括的尺度の一つで、“選

好に基づいて"(Preference based)健康効用値を

評価する。現在までにHUI1(Mark 1 )、 HUI2

(Mark Il)、 HUI3(Mark III )の3パージョンが開

発されている。 HUIはいずれのパ}ジョンも質問

表と classi五cationsystem (健康状態の特性分類体

系)および、scoringfunction (効用値換算式)の三つ

の構成要素からなっている。とくにHUI3は多疾患

に用いることができる一般性を持ち、カナダの国

民調査にも用いられているものである。 HUI3は

HRQLに関連する視力 (Vision)・聴力 (Hearing)

・会話 (Speech)・移動 (Ambulation)・器用さ

(Dexterity)・感情 (Emo討on)・認知(Cognition) 

・癖痛 (Pain)の8つの寄与領域 (Attributes)ごと



に用意された5ないしは 6の選択肢の組み合わせ

によって972，000通りの健康状態が判別できる 14)O

HUI3の等尺性や判別性などに関する妥当性と信

頼性の検証はカナダのオンタリオ州を中心に大規

模な人口研究によって 1980年代から行われてき

た。基礎となるのはvonNeumann-Morgenstern 

の効用理論凶で、 HUI3の場合は基準的賭け法を

主として健康効用値が決定されている。また

HUI3ではglobalscoreで、ある多属性健康効用値と

ともに、前述した8つの寄与領域ごとの健康効用

を示すsinglescoreも同時に求めることができる。

さらにHUI3には対象者本人が直接回答するもの

と、家族や医療従事者など代理人が回答する 2つ

のパージョンがあるが、本研究では失語症や認知

症など回答する上で困難の予想される患者も対象

者に含めたため、対象者に代わって対象者のリハ

ビリテーション担当療法士が代理人回答パージョ

ンを用いて回答した。

表 1 対象者の特性

合計 脳血管障害
(n=52I) (n=262) 

年齢 (SD)，歳 73.7 (13.0) 7l.8 

(12.4) 

性別， M/F 211/310 153/109 

発症からの期間 30.9 (23.4) 34.9 

(SD)，日 (22.1) 

入院期間 (SD)， 60.9 (41.0) 77.3 

日 (44.7) 

病院の内訳

A病院 157 74 

B病院 70 49 

C病院 100 86 

D病院 127 53 

E病院 67 。

リハビリテーションがもたらす健康効用値改善と

日本語版HealthUtilities lndex Mark mの妥当性について 75 

(3)統計的手法および倫理的手続き

統計的手法については、診断や転帰の違いによ

る差の検討にはど検定およびANOVAを、入院

前後での比較にはt検定を用いて実施した。 HUI3

とBIの相関およびHUI3のsinglescore間の相関に

はPearsonの相関係数を用いた。これら統計解析

にはSPSSversion11.0を使用した。

本研究の実施に当たっては、「疫学研究に関す

る倫理指針(平成14年、厚生労働省・文部科学省)J

に従って倫理的配慮を行った。また新潟医療福祉

大学倫理委員会の承認を得た。

3固結果

対象者の基礎疾患診断分類による特性を表 1に

示す。対象者は5病院の合計で521名となった。

全対象者の平均年齢は73.7:!:13.0歳で、性別の内

訳は男性211名、女性310名であった。基礎疾患

の内訳は脳血管障害262名、大腿骨頚部骨折144

大腿骨頚部 その他整形 その他内科的 F1i直または
骨折 疾患 疾患 x2f1直

(n=l44) (n=90) (n=25) (p値)

78.2 (12.4) 71.3 76.7 9.506 

(14.6) (8.0) (く0.001)

23/121 21/69 14/11 84.275 

(く0.001)

23.9 (13.5) 29.5 36.1 (22.9) 7.671 

(35.0) (<0.001) 

41.2 (21.1) 42.8 65.8 (48.7) 37.940 

(29.1) ( <0.001) 

40 40 3 2.832 

12 5 4 (<0.001) 

4 4 6 

21 41 12 

67 O O 

Value represents the arithmetic means (SD) ， SD = standard deviation 
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名、下腿骨骨折や腰椎圧迫骨折などその他整形疾

患90名、肺炎や廃用症候群などその他内科的疾患

25名であった。発症から回復期リハビリテーショ

ン病棟へ入院するまでの期間は平均で30.9日、当

該病棟での入院期間の平均は60.9日であった。転

帰では自宅への退院が509名中363人と最も多く、

自宅退院率は71.3%となった。診断ごとの対象者

の差については、年齢、性別、診断、発症からの

期間、入院期間、転帰の各分類でそれぞれ差を認

めた (p<0.001)。

( 1 )多属性健康効用値

HUI3による多属性健康効用値の結果を表 2に

示す。全体では入院時の0.10(SD = 0.29、95%

CI : 0.08・0.13)から、退院時には0.33(SD = 0.35、

95%CI: 0.30・0.36)へと改善した。その増分の平

表2 診断別の多属性健康効用値の変化

合計 脳血管障害
(n=521) (n=262) 

入院時

Mean 0.10 0.05 

95%CI下限 0.08 0.01 

上限 0.13 0.08 

Median 0.04 -0.02 

SD 0.29 0.28 

退院時

Mean 0.33 0.29 

95%CI下限 0.30 0.25 

上限 0.36 0.33 

Median 0.32 0.29 

SD 0.35 0.35 

増分

Mean 0.22 0.24 

95%CI下限 0.20 0.21 

上限 0.24 0.26 

Median 0.18 0.20 

SD 0.20 0.22 
L一一一

CI = confidence interval， SD = standard deviation 

均は0.22(SD = 0.20、95% CI : 0.20-0.24) となっ

た。入院時の健康効用値について、診断ごとの比

較では脳血管障害で0.05、大腿骨頭部骨折では

0.13、その他整形疾患が0.25、その他内科的疾患

では 0.00と基礎疾患の違いにより差を認めた

(p< 0.001)。同様に、退院時の健康効用値もそれ

ぞれ0.29、0.32、0.49、0.17と差を認めた (p<

0.001)。しかしながら、期間内の増分については、

それぞれ0.24、0.19、0.24、0.17となり基礎疾患に

よる差を認めなかった (p= 0.052)。また、これ

らHUI3による多属性健康効用値の入院時、退院

時の値およびその増分については、病院間で差を

認めた。

転帰の違いによる健康効用値の変化の比較(表

3 )では、自宅退院群が0.18から0.45、転院群が-

0.10からの.02、施設入所群では-0.08から0.08へと

大腿骨頚部 その他整形 その他内科的
骨折 疾患 疾患 F1j直

(n=l44) (n=90) (n=25) (p1j直)

0.13 0.25 -0.00 13.272 

0.08 0.19 -0.08 (<0.001) 

0.18 0.31 0.08 

0.07 0.25 -0.05 

0.28 0.28 0.20 

0.32 0.49 0.17 10.154 

0.27 0.43 0.04 (<0.001) 

0.38 0.56 0.30 

0.34 0.60 0.14 

0.34 0.30 0.31 

0.19 0.24 0.17 2.589 

0.16 0.21 0.08 (0.052) 

0.22 0.28 0.26 

0.16 0.25 0.14 

0.18 0.17 0.22 



それぞれ改善した。またそれらの増分はそれぞれ

0.27、0.08、0.16となり転帰の違いによる差を認め

た (p<0.001)。

表 3 転帰別の多属性健康効用値とADLの変化

合計 自宅退院
(n=521) (n=37I) 

HUI3 

入院時 0.10 (0.29) 0.18 (0.28) 

退院時 0.33 (0.35) 0.45 (0.30) 

増分 0.22 (0.20) 0.27 (0.20) 

BI 

入院時 55.7 (29.0) 64.2 (25.5) 

退院時 76.1 (28.6) 86.3 (19.2) 

増分 20.2 (18.3) 21.6 (17.7) 

リハビリテーションがもたらす健康効用値改善と
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(2) HUI3のsinglescore 

HUI3の診断ごとのsinglescoreの変化を表4に

示す。全体では入院時に移動領域が0.31と最も

低くなり、次いで、認知領域の0.61となった。退院

転院 施設入所
p~直

(n=83) (n=67) 

ー0.10(0.20) -0.08 (0.18) く0.001

司0.02(0.26) 0.08 (0.24) く0.001

0.08 (0.16) 0.16 (0.15) <0.001 

28.8 (25.5) 41.6 (26.1) <0.001 

43.0 (32.5) 60.6 (29.1) く0.001

14.0 (21.3) 18.9 (16.3) く0.001

Value represents the arithmetic means (SD) ， SD = standard deviation 
HUI3=Health Utilities lndex Mark3， BI = Barthel Index 

表 4 診断別のHUI3single scoreの変化

大腿骨頭部
合計 脳血管障害 骨折

(n昌 521) (n=262) (n=l44) 

入院時

視覚 Vision 0.86 (0.22) 0.88 (0.21) 0.80 (0.25) 

聴覚 Hearing 0.86 (0.29) 0.88 (0.28) 0.79 (0.34) 

会話 Speech 0.84 (0.26) 0.76 (0.32) 0.93 (0.13) 

移動 Ambulation 0.31 (0.30) 0.32 (0.33) 0.28 (0.24) 

器用さ Dexterity 0.76 (0.32) 0.60 (0.35) 0.93 (0.19) 

感情 Emotion 0.70 (0.20) 0.67 (0.21) 0.76 (0.19) 

認知 Cognition 0.61 (0.33) 0.54 (0.33) 0.64 (0.32) 

癖痛 Pain 0.74 (0.26) 0.80 (0.23) 0.70 (0.26) 

退院時

視覚 Vision 0.88 (0.21)↑ 0.89 (0.20)キ 0.81 (0.25) 

聴覚 Hearing 0.88 (0.27) t 0.91 (0.25)キ 0.81 (0.32)水

会話 Speech 0.89 (0.21) t 0.84 (0.26) t 0.93 (0.13) 

移動 Ambulation 0.57 (0.33) t 0.58 (0.36) t 0.53 (0.29) ! 

器用さ Dexterity 0.83 (0.27)↑ 0.73 (0.31) ! 0.95 (0.15) * 

感情 Emotion 0.83 (0.17) ! 0.80 (0.18)↑ 0.86 (0.14)↑ 

認知 Cognition 0.69 (0.32)↑ 0.65 (0.32)! 0.68 (0.32)↑ 

癖痛 Pain 0.85 (0.19)↑ 0.85 (0.21) ! 0.86 (0.15) ! 

Value represents the arithmetic means (SD) ， SD = standard deviation 
キ p< 0.05， ! P < 0.01 (入院時四.退院時)

その他整形 その他内科的
疾患 疾患
(n=90) (n=25) 

0.91 (0.17) 0.89 (0.18) 

0.91 (0.25) 0.85 (0.29) 

0.95 (0.11) 0.81 (0.28) 

0.38 (0.29) 0.20 (0.29) 

0.93 (0.15) 0.78 (0.31) 

0.74 (0.19) 0.70 (0.20) 

0.82 (0.26) 0.49 (0.26) 

0.63 (0.27) 0.69 (0.30) 

0.92 (0.16) 0.89 (0.18) 

0.92 (0.23) 0.87 (0.27) 

0.96 (0.10) 0.87 (0.23) 

0.66 (0.25) ! 0.39 (0.32)↑ 

0.94 (0.12) 0.81 (0.32) 

0.86 (0.13)↑ 0.79 (0.19) * 

0.85 (0.24) t 0.55 (0.33) 

0.84 (0.17) ! 0.79 (0.18) 
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時にもそれら 2つの領域は他の領域に比べて低

く、移動領域が0.57、認知領域が0.69となった。 8

領域すべてで入院時よりも退院時にその値が高く

なった (p< 0.01)。診断ごとの比較では、脳血管

障害が8つの領域すべてで、入院前後に改善を示し

たのに対し、大腿骨頚部骨折では視覚および会話

領域が、その他整形疾患では視覚、聴覚、会話、

器用さの領域で改善を示さなかった。すべての診

断で有意に改善したのは、移動領域と感情領域の

みであった (p<0.01)。

入院時、退院時それぞれのsinglescore聞の相

関を表 5に示す。入院時では会話と認知 (r= 

0.452)、視覚と聴覚 (r= 0.395)、感情と痛み

(r = 0.374) などで有意な相関を認め、一方で視覚

と器用さ (r=・0.019)、聴覚と感情 (r= 0.070)、

会話と痛み (r= 0.074) などは相関を認めなかっ

た。同様に、退院時では感情と痛み (r= 0.510)、

移動と認知 (r= 0.508)、会話と認知 (r= 0.470) 

表5 HUI3 single score聞の相関

視覚 聴覚 会話

視覚
0.395 i 0.098 * 

1.000 
0.4041 0.105 

聴覚
0.395↑ 0.152' 

0.404' 
1.000 

0.211 1 

会話
0.098↑ 0.152↑ 

0.211↑ 

1.000 
0.105 

移動
0.1291 0.1451 0.134↑ 

0.1991 0.2271 0.3201 

器用さ
-0.019 -0.035 0.328' 

0.4271 0.020 0.041 

感情
0.065 0.070 0.2211 

0.1491 0.149↑ 0.323' 

認知
0.287↑ 0.279↑ 0.4521 

0.3101 0.335↑ 0.4701 

痛み
0.039 0.062 0.031 

0.2241 0.271↑ 0.065 

上段=入院時，下段=退院見本<0.05，1 <0.01 

移動

などで相関を認めたが、視覚と器用さ (r= 0.020)、

聴覚と器用さ (r= 0.041)、視覚と痛み (r= 0.065) 

では相関を認めなかった。

(3)健康効用値とADL指標の関係

ADL指標である B1の平均は入院時 55.7点

(SD = 29.0、95%C1: 53.2・58.2) であったものが

退院時には76.1点 (SD= 28.6、95%C1: 73.6開78.6)

へと改善した(表 3)。その増分は20.2点 (SD= 

18.3) となった。

HU13の多属性健康効用値と BIの相関について

は、入院時がr= 0.724 (p < 0.001)、退院時がr=

0.768 (p < 0.001) となった。また、 HUI3のsingle

scoreとBIとの相関では、入院時のBIとHU13の

移動 (r= 0.642)、認知 (r= 0.610)、器用さ (r= 

0.525)領域などとの相関が高くなり、退院時にも

同様に移動 (r= 0.738)、認知 (r= 0.682)、器用

さ (r= 0.601)領域との相聞が高くなった。

器用さ 感情 認知 痛み

0.129↑ -0.019 0.065 0.2871 0.039 

0.199↑ 0.020 0.149↑ 0.3101 0.065 

0.145↑ -0.035 0.070 0.2791 0.062 

0.227' 0.041 0.1491 0.335↑ 0.2241 

0.1341 0.3281 0.221 i 0.452' 0.031 

0.3201 0.4271 0.3231 0.4701 0.2711 

0.4021 0.2871 
0.344 ' 0.341↑ 

1.000 
0.485 I 0.350↑ 0.5081 0.472↑ 

0.4021 0.3261 0.3441 0.074 

0.4851 
1.000 

0.371↑ 0.3541 0.3491 

0.2871 0.3261 0.165 t 0.3741 

0.3501 0.3711 
1.000 

0.3091 0.5101 

0.344 i 0.3441 0.165i 0.1131 

0.5081 0.354' 0.309i 1.000 
0.3221 

0.341 I 0.074 0.3741 0.113↑ 

0.472↑ 0.349↑ 0.510↑ 0.3221 
1.000 



4町 署警察

本研究では、回復期リハビリテ}ション病棟に

入院する脳血管障害と骨折を中心とした患者を対

象に日本語版HUI3による多属性健康効用値の変

化を調べ、その妥当性を検討した。

まず本研究における対象者母集団の妥当性につ

いては、全国回復期リハビリテーション病棟連絡

協議会が行っている全国調査15) と比較することで

検討する。全国調査では入院期間72.l日でBIにお

いて49.6点から70.1点へと 20.5点の改善を認めて

いる。これに対し、本研究では平均60.9日の在院

日数でBIでは55.7点から76.1点へと 20.2点の改善

を認め、本研究の母集団は全国調査のものとほぼ

同一な集団ととらえることができる。

今回の日本語版HUI3を用いた多属性健康効用

値による評価では、入院時の0.10から 0.33へと

0.22の増分を認めた。これは我々が回復期におけ

る脳血管障害患者のみを対象に行った先行研究16)

の結果である増分0.21とほぼ同様の結果であっ

た。 HUI3を用いた多属性健康効用値の変化に関

する海外の報告によれば、脳血管障害に関して

Pickardら17)が発症時0.l9から6ヵ月後に0.44と、

その健康効用値の増分平均は0.25であったと報告

し、大腿骨頭部骨折に関しては人工股関節全置換

術患者で手術前0.47から手術後0.72へと同様に

0.25の増分であったという報告がある 1ヘ Feeny

ら19)も人工股関節置換術患者を手術前後で比較し、

増分の値は0.23になったと報告している。いずれ

の報告も自己記入・自己評価用のパージョンを用

いて患者本人が直接回答していることや脳血管障

害を対象にした報告が失語症などを除外している

ことなどがあり代理人回答パージョンを用いた本

研究と単純な比較は難しいものの、本研究による

リハビリテーション介入による増分である 0.22と

いう数値は国内外の先行研究とほぼ近似する数値

リハビリテーションがもたらす健康効用値改善と
日本語版H巴althUtilities lndex Mark盟の妥当性について 79 

であると考えられた。転帰別の変化についても、

自宅退院群で入退院時およびその増分の多属性健

康効用値が高くなり、日本語版HUI3を用いた健

康効用値評価がリハビリテーションアウトカム指

標として有用で、あると確認できた。

またHUI3のsinglescoreの比較では、今回の回

復期リハビリテーション患者の特徴として、移動

や認知領域の低下が確認された。この点に関して

はMathiasら却)の脳血管障害患者を対象とした比

較でも、 HUI3による singlescoreの移動、器用さ、

認知の各領域がそれぞれ0.62、0.72、0.68と低くな

り、 Pickardら21)の調査でも発症から6ヵ月後の移

動、器用さ、認知の各領域が0.66、0.78、0.79とそ

れぞれ低くなったと報告されている。今回の我々

の調査でも脳血管障害患者の移動、器用さ、認知

の各領域が他の領域に比べて低くなり、日本語版

HUI3でも同様の傾向を認めることができた。さ

らに今回の調査による結果から、とくに診断を問

わず回復期リハビリテーション患者に対する効果

の特徴として、移動領域に加えて感情領域に健康

効用値の改善が認められていた。また、移動や器

用さといった身体機能と感情や認知の領域に相関

関係があることも確認された。とくにこの傾向は

入院時よりも退院時に強く、身体機能の改善によ

り感情領域や認識領域の改善が加速する現象とと

らえることができる。この現象は、地域の65歳以

上高齢者を対象としたコホ}ト研究における

HUI3を用いた健康効用値評価でも明らかになっ

ており、社会活動参画などの対外的活動度の向上

と移動領域、感情領域、認識領域の向上が強く相

関することが報告されている 2ヘこれは、入所し

ていない健常人集団よりも強く、回復期リハビリ

テーションの対象患者でこの傾向が見られるのは

新たなる知見といえよう。

本研究では、日本語版HUI3の妥当d性について

も検討した。そもそも QOL評価用具の開発につ
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いては、基準関連妥当性 (criterionvalidity)や

構成概念妥当性 (constructvalidity)などを検討

する必要性が述べられている 2ヘとくに、構成概

念妥当性については、既知集団妥当性 (known司

people validity)や収束的妥当性 (convergent

validity)、弁別的妥当性 (discriminativevalidity) 

に分けて整理されている。また、 HUIの開発者グ

ループである McMaster大学のFeenyらも、翻訳

されたHUIについてこれら構成概念妥当性などの

検証を求めている 24)。今回は、日本語版HUI3に

ついて、 ADL指標との相聞から基準関連妥当性を

検討し、診断群で、の比較やsinglescore間の相関

関係から構成概念妥当性を検討した。まず前者に

ついては、多属性健康効用値とBIの相闘が入院時、

退院時ともに高く、日本語版HUI3がBIで表記さ

れるような身体能力を的確に表しうると判断され

た。また、構成概念妥当性については、日本語版

HUI3による多属性健康効用値が診断別の比較に

よりその差を認めたことや、リハビリテーション

施行患者の転帰を明確に示していることから、既

知集団妥当性があると考えられた。さらに、

HUI3のsinglescore聞の相関において、会話と認

知、あるいは感情と痛みなど互いに関連しあう寄

与領域間で相闘が高く、一方で聴覚と器用さ、会

話と痛みなど関連が低い寄与領域間の相関が低く

なり、一定の収束的妥当性や弁別的妥当性が示さ

れたととらえることができる。

健康効用値の測定に関しては直接法と間接法の

二通りの方法があるが、 HUI3は複数の健康領域

を一元的な健康効用値を求めることができる間接

的測定用具である。間接法は、直接法に比べて回

答方法が簡単な標準化された質問票を用いるとい

う点で簡便であることなどから大人数の対象者を

得ることが可能で、、近年広範囲に利用されている。

その中の一つであるEQ与Dに関しては、蓄積され

た実証研究の量は充分で、かつわが国においても

独自のタリフ (Tariff)が公表され妥当性は充分で

あるが、 5つのサブスケールごと 3つの選択肢の

組み合わせで判別できる健康状態が245通りと少

ないことによる天井効果の報告が多くあるお~刻。

その特性を見るに健康効用値変化がダイナミック

でかつ生命予後も劇的に改善する疾患や治療法の

評価で数万人を対象とする研究の場合に充分な有

用性が認められるが、リハビリテーションのアウ

トカム指標のように軽微な変化に対する敏感度

(Sensitivity)が求められる領域に関しては必ずし

も適していない。 HUI3は972.000通りの健康状態

が判別可能で、あることから、変化に対し敏感度が

求められる場合、多属性健康効用値を測定する測

定用具として有用とされている却)が、このことが

本研究の結果からも裏付けられた。

最後に、本研究の問題点と限界について述べる。

まず、今回のようなアウトカム研究に関して、リ

ハビリテーションなどTechnologyAssessmentの

際にはその効果判定をする際に、何を対照にして

どのように行うかという点についてで、ある。リハ

ビリテーションの場合、とくに急性期には自然回

復による改善が見られたり、リハビリテーション

介入以外の要因による改善が影響する可能性があ

り、必ずしも得られた健康効用値の増分(改善)

がリハビリテーションの介入効果とは言えない可

能性がある。これに関連して、脳血管障害につい

ては発症後1ヵ月以内に最も大きく改善するとさ

れており 3ヘ今回の対象者が発症から 1ヵ月を過

ぎている患者であったため、この影響は比較的少

ないと考えられる。しかしながら、他の疾患の機

能回復の過程が明らかでないことや、純粋な介入

効果をどのように比較測定していくかという点に

ついては今後の大きな課題であるといえる。

つぎに、 HUI3を用いた健康効用値測定に関して

は、代理人回答方式を用いたり、健康効用値の換

算式がカナダのハミルトン市で実施された調査を



もとにしている点などが問題として挙げられる。

これらについては，医療経済学的分析において費用

効果、費用効用分析ともに受益者と費用負担者の

整合性に関する立場の明示は重要であり 31.32)、さ

らに国ごとの選好に特異的差があり測定対象とす

る国民全体を代表する選好に基づく (Preference

Based)換算式が必要であるという議論お)もある。

まず前者については、直接法による健康効用値測

定で差を認めないという報告紛があり、我々刻が

国内で実施した直接法による健康効用値評価でも

大きな差を認めていない。また、 HUI3を用いた

代理人測定に関しても、患者と代理人の測定値の

差は小さくその級内相関も高いという報告2制0ω)や、

中南米複数の国で実施された患者家族と医師の代

理人測定でほぽ一致した結果を得た報告もある 3紛5剖)

しかしながらその一方でで、、代理人の中でも患者の

家族と医療従事者との間では評価する健康効用値

が異なるという報告四)や医療従事者の中でも医師

と家族の級内相関は看護師のそれよりも低いとい

う報告37) もある。このように、 HUI3の代理人回

答方式による健康効用値測定に関しては十分な信

頼性が確保されているとは言えないため、立場の

違いによる健康効用値の差に十分に注意すべきで

あり、今後はこの信頼性を実証的に確認していく

必要があると考えられた。また後者の問題につい

ては、人口規模を対象とした研究では日本国内で

の選好性を考慮した換算式が必要である可能性は

ある。しかしながらその一方で、 Drummondらω

やFroberg& Kane紛が指摘しているように健康

状態の選好については個々の人間の間で大きく違

っているものの、その差は通常の人口学的特徴か

らは説明できないとの指摘もあり、翻訳過程が十

分に検討されていれば問題は少ない可能性がある

と考えられた3ヘ
今後の課題としては、リハビリテ}ションなど

Technology Assessmentの際の健康効用値測定お
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よび、QALYsの計算には、それらの変化を確認す

るための対象患者の長期的な調査が必要である o

さらに、健康効用値の測定に関しては、直接法と

間接法の差の検討40)をはじめ、我が国における

様々な健康状態についてのデータを蓄積していく

ことが喫緊の課題として求められている。
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An Improvement of a Health Utility Score by Rehabilitation 

and the Validity of the Japanese Version Health Utilities Index 

Shinichi Noto， OTR， PhDネ¥Takamoto Uemura， MD， PhD*2 

Abstract 

In recent years， the study which used cost utility analysis is increasing. In cost utility analysis， quality-adjusted 

life years (QALYs) which is calculated by health utility score is used. For measuring the health utility score， there 

are direct method and an indirect method. Recently， it is often used the multi-attribute healthy status classi:fication 

systems in an indirect method. However， in Japan， the data accumulation and examination of the validity of the 

instrument is not enough. This study investigated change of the health utility score for the sub-acute rehabilitation 

patient， and examined the validity of the Japanese version Health Utilities Index Mark3 (HUI3). A to凶 of521 

patients hospitalized in the sub-acute rehabilitation ward of 5 hospitals， such as cer巴brovasculardisorder and hip 

fracture∞mpleted the HUI3. Mean utility score was 0.10 at hospitalization， 0.33 at leaving hospital respectively，阻d

the improvement difference was 0.22. Moreover， in comparison of single score of HUI3， the ambulation attribute and 

the cognition at廿ibutebecame low and were 0.31， 0.61 at. the hospitalization， and 0.57， 0.69 at the leaving hospita1 

respectively. The attribute which showed the improvement regardless of diagnosis at duration of hospitalization 

were only ambulation and emotion. Moreover， the correlation between health utility score measured by HUI3 and 

Barthel Index was r= 0.724-0.768 (p< 0.001). These data indicate the health utility score measured by HUI3 had 

usefulness as an outcome index for rehabilitation. Moreover， about Japanese version HUI3， cons仕uctvalidity was 

checked and it was suggested that using for future health economics analysis was possible. 

[keywords] health utility score， rehabilitation， Health Utilities Index， QALYs， cost utility analysis 

* 1 School of Health Sciences， Niigata University of Health and Welfare 
串 2 Department of PubJic Health， Kyorin University School of Medicine 
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論文

日本の 観〉瞳鷹構慧!と関する計量分析
一老人保健制度の効果に注目して-

菅万理*

抄録

本稿は、グロスマンの健康資本の概念を用いて、日本の高齢者について所得、教育年数、職業階層などの社会経済的属

性が医療需要や健康需要に影響を及ぼしているか、という仮説の実証分析を行った。外来医療需要関数の推定結果から、

男女ともに、所得による医療需要の制限は観察されなかった。また、最長職による医療需要の抑制は観察されず、これよ

り推測する限り、若年時の保険の種別による医療需要の抑制は生じていなかったといえる。教育と医療需要の関係につい

ては、男性では教育年数が長いほどより外来医療を需要していたが、女性には教育の効果は見られなかった。一方、男女

とも最長職が農林漁業であった者が老健移行後により医療需要を高めており、これは自己負担額が安くなったことによる

効果、つまり価格効果が他のグループより大きかったことによるものであるといえる。社会経済的属性と健康の関係につ

いて、男性では先行研究と整合性の高い結果が得られた。前期の健康状態をコントロールしでも、所得が高いほど主観的

健康が悪いと答える確率が低く、所得が中央値以下の低所得層では健康状態が悪いと答える確率が高かった。職業階層に

よる健康水準の相違では、マニュアル職、自営業で主観的健康状態が悪かった。職業階層が、健康の減耗率の要素であると

同時に、医療保険の代理変数となっていることを考慮すると断定はできないが、この結果は、マニュアル職、自営業に従

事する者で・健康資本の減耗率が高く、健康投資の費用が高くなることに一因が求められよう。なお、教育年数による健康

への直接的効果は、男女とも観察されなかった。

キーワード:グロスマン・モデル、健康資本、社会経済的属性、医療需要、老人保健制度、健康格差

1. Iまじめに

所得や職業階層などの社会経済的属性注1と健康

との関係は、各国共通の重大な政策関心事である。

医療保障制度や労働衛生が整備された先進国にお

いても、社会階層による健康の格差が多く確認さ

れている。 1970年代に行われた英国政府による大

規模な調査に基づくBlackReportで、は、死亡率、

擢患率などの健康指標が職業階層によって異なる

ことが明らかにされた (Townsendand Davidson， 

1982)九その後、職業階層に加え、所得、教育レ

* 東京大学社会科学研究所助教

ベル、資産などによって、死亡率、擢患率、抑う

つ状態、飲酒・喫煙行動、主観的健康感が影響を

受けることが、欧米での研究で次々と明らかにな

った(例えばKaplanet. al.， 19962
); Kawachi et al.， 

19993
) ; Marmot and Wilkinson， 19994

) ; Wilkinson， 

19925
)など)。

日本ではいわゆる平等神話のもと、社会経済的

属性と健康の関係はあまり関心を集めてこなかっ

たが、 2000年代に入札所得格差が社会的な問題

となり始めたことをきっかけに、公衆衛生学や社

会学の分野で研究が進んでいる。そのいくつかを

紹介すると、 Shibuya，Hashimoto， and Yano 

(2002) 6)は、国民生活基礎調査のデ}タを用いた

分析から、主観的健康感が、個人の所得レベルと
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強く相関することを明らかにした。 Ishida(2004) 7) 

は、 20歳から89歳を対象とした「健康と階層に関

する全国調査」データを用い、肉体的痛み、主観

的健康感について社会経済的属性による格差を確

認した。また、若年者より世代内の所得格差が大

きいといわれる高齢者の健康に絞った研究では、

吉井他 (2005)8)が、 3県15自治体の65歳以上の個

人を対象とした調査から、社会経済的属牲と主観

的健康感・抑うつの統計的に有意な関連を報告し

ている。さらに、石田 (2006)9)は、 65歳以上を対

象に全国規模で行われた「健康と生活に関する調

査」を用い、肉体的だるさ、活動制限の有無、抑

うつ症状、主観的健康状態について、「これまで

最も長くついた仕事」を基に分類した社会階層、

所得が有意な関連を持っていることを確認してい

る注20

公衆衛生学や社会学を中心としたこれまでの日

本の先行研究は、社会経済的属性と健康状態の相

闘を捉え、杜会経済的属性によって健康格差が起

きる可能性を示唆したものである。しかし、健康

格差が社会経済的属性によってもたらされるかど

うかを検討し、起こりうる格差を縮小する施策を

考察するには、経済理論に基づいた計量モデルを

用い、社会経済的属性から健康への因果関係を解

明することが重要である。社会経済的属性が健康

格差を生み出す経路として第一に検討すべきは、

社会経済的要因によって医療需要に差が生じる場

合であろう。若年者の20%弱が無保険者であると

いわれる米図的では、社会経済的属性による医療

需要の格差がしばしば問題となるが、皆保険によ

って全国民に平等に医療へのアクセスが保障され

ているとの認識のもと、日本でこの問題が取り上

げられることはほとんどなかった注4。しかし、わ

が国においても、加入する医療保険の種別により、

保険料、医療費 (2003年まで)の自己負担の相違

が存在した。

日本の医療保険制度は周知のように70歳を境に

若年医療保険と老人保健(老健)制度に大きく 2分

される。 70歳未満の国民は、「国民皆保険」のも

と、原則としてすべてが医療保険でカバ}されて

いるが、制度は被用者保険と地域保険に分断され、

被保険者本人・被扶養者間の自己負担率の違いに

加え、職業や雇用主の規模などによって、保険料

負担、医療費の自己負担率の両面で長く格差が生

じていた。一方70歳以上の高齢者は、老健制度の

もと、若年時の保険の種別にかかわらず、月単位

の定額一部負担金制度によって一律に受療が保障

されてきた注5。今回使用するデータは、 1987年~

1993年時のものであるが、当時の制度についてま

とめた附表 1を見ると、健康保険組合など被用者

保険の被保険者本人の自己負担率が1割であった

のに対し、農林漁業者や自営業者が加入する国民

健康保険では、被保険者本人の自己負担率は外

来・入院共に3割であった。また、被用者保険の

被保険者は、退職後も退職者保険が適用されるた

め、自己負担率は2割にとどまっていた。つまり、

保険の種別によって医療サービスの実質的な価格

が異なっていた。

このような条件下で、所得・職業階層など社会

経済的属性によって医療需要に差が生じるのか。

また、それぞれの社会経済的属性は老健移行とど

のような交互作用を持つのか。老健移行以前に受

療の抑制が観察されるグループが、老健移行後に

受療をより増加させているならば、職業階層や所

得などの社会経済的属性によって若年時の医療需

要に抑制が生じていた可能性が考えられる。逆に、

若年時の医療需要が必要度に応じて適量であった

とすれば、老健移行後の受療の増加は価格低下に

よるモラルハザードの存在を示唆することにもな

る。

米国では、高齢者向け公的医療保険である

Medicare適格年齢になることが、若年期に無保険



に陥りやすい特定のグループの医療アクセスの改

善、並びに健康状態の改善に大きな効果を及ぽす

という研究が多くなされている(例えばDecker

and Rapaport (2002) 10) ; Polsky et al. (2006)川;

Card et al. (2004) 1幻)。しかし、わが国の老健効

果の研究は今のところ高齢者全体の需要量の変化

の検証に限られている。吉田・山村 (2003)13)は、

健康保険組合のデータを用い、老健適用によって、

患者は通院回数で計られる医療需要を増やし、医

師もまた 1日あたりの点数で計られる医療サ}ピ

スの供給量を増やす傾向にあると結論づけた。一

方、同じく健康保険組合のデータを用い、外来受

診回数を被説明変数として分析した増原 (2004)凶

からは、老健適用による外来受診回数への効果は

10%以下の水準では統計的に有意な結果が得られ

なかった。同じデータを用い、多頻度で医療サー

ビスを利用する個人についてエピソードデータを

作成し、老健の効果を分析した増原他 (2005)ω

では、そのような個人については老健適用後、医

療費と診療日数が増加していることが実証され

た。しかし、増原 (2004)自身が指摘しているよ

うに、老健適用を迎える高齢者の多くは国民健康

保険に加入しており、被用者保険である健保組合

に加入している高齢者は、 70歳を超えても就業し

ている個人か健保組合本人の被扶養者である個人

に限定され、健康保険組合データより得られた結

果は、老健の受診行動への限定的な効果と考えら

れる。国民健康保険組合加入者に関する分析では、

鈴木 (2005)ω が、富山県国保連合会のレセプト

データを用いて、外来日数・ 1日当たり外来費・

入院確率・入院日数・ 1日当たり入院費への老健

の効果を計っており、その結果、制度は、外来全

般、入院確率について正に有意な効果をもたらし

たという知見が得られている。しかし、老健が

「高齢者の受療を平等に保障する」ことを目的とす

るならば、社会経済的属性の異なるグループ間で
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老健移行の効果の違いを検証することは大変重要

な意味を持つと思われる O 社会経済的属性と医療

需要の関係を分析した研究では、老健移行の効果

を扱ったものではないが、湯田 (2007)17)が、個

人属性・世帯属性や直接費用に加え、機会費用・

通院時間・通院費用・待ち時間などの間接的な費

用も考慮し、高齢者の外来医療需要関数の推定を

行っている。サンプルが高齢者以外の家族と同居

している持病を持つ高齢者に限られることから、

単純に一般化することはできないが、推定結果よ

り学歴、所得、資産の外来受診回数への統計的有

意な効果は観察されず、通院費用、病院での待ち

時間、通院時間といった間接的な費用が受診回数

を減少させているという結果を報告している。

本稿は、老健移行というイベントに注目して、

社会経済的属性、医療サービスの価格、およびそ

の交互作用が医療・健康需要に及ぽす効果につい

て、グロスマンの健康資本の概念を用いて実証分

析する。本稿の狙いは、簡単な健康需要関数を用

いて経済的特性によって医療需要と健康に格差が

生じているのかを実証し、政策的合意を引き出す

ことである。社会経済的な要因が健康に及ぼす効

果に関しては複雑な経路が考えられるが、それぞ

れの要素を健康投資に関する費用という観点から

単純化し、需要者サイドからどのような医療政策

が有効かを論じることを目的とする。

本稿の構成は次のようになる。次節で分析の枠

組みの説明を行い、第3節でデータと記述統計量

の解説を行う。第4節で実証モデルを議論し、結

果を第5節で示す。第6節はまとめである。

2.分析の枠組み

本稿では、所得・教育水準・職業階層など社会

経済的属性によって起こりうる医療需要や健康の

格差を、 Grossman(1972) 18)の健康資本の概念を
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用いて分析する。グロスマンモデルは、個人が健

康な時間んとその他の財Ztの消費から得られる生

涯の期待効用Uを、生涯の予算制約と時間制約の

なかで最適化する行動を示す。

u = U (ho，…， hT;Zo，…，ZT) 

htと健康資本品の関係はht=φ(Ht)，ゆら>0であり、

Uは健康資本の増加関数である。

個人の健康資本水準は、初期賦存量Hoからスタ

ートし、その後は時間と医療サービスを投入する

健康投資によって増加させることができ、時点間

の変化は次の式であらわすことができる。

Ht -Ht-l = It-l一δt_1Ht-l (1) 

ここで品はt期の初めの健康資本水準で、 It.lは

む1期の総健康投資(受療を含んだすべての健康増

進行動)、ん1は時間に依存する健康資本の減耗率

(depreciation rate)であり Osム1S 1を満たす。

個人の最適な健康水準は、健康資本の限界便益と

健康投資の限界費用が均衡する点で決定するた

め、個人聞の限界便益と限界費用が異なることが

個人間の健康資本の水準の違いを生むと考えられ

る注6。本稿では、社会経済的属性と健康投資の量、

及び健康資本の減耗率との関係に注目しながら、

健康需要関数、医療需要関数の推計を行う。

ところで、グロスマンモデルを静学的な実証分

析に用いる場合、個人が自分の健康資本水準を即

時に均衡点に調整し、 t期内で、効用を最大化する

という前提が取られる。しかし、高齢やその他の

理由によって、即時の調整が不可能と考える方が

現実に即している。そこで、異時点聞のd情報を用

いた健康需要の実証分析で、Wagsta旺(1993)19) iJ宝

用いたPartialAdjustment Model (P AM)に基づ

き、次の関係を仮定した健康需要関数を考える。

Ht-Ht-1=μ(H九一Ht.1) (2) 

ここでHうはt・1期時点で望ましいと考える t期

の健康資本水準であり、 μは望ましい健康資本水

準と実際の健康水準の隔たりの比率を表し、 Osμ=

1を満たす。 μ=1の場合、従来型のグロスマンモ

デルとなる。

Hうは直接観察できない変数であり、次のよう

に先決変数による関数で示される注 o

Hち=βXt-l+ Ut (3) 

Xt.1はt・1期に観察される健康需要に影響を及ぽ

す変数の行列である。 Xt.1に含まれるのは、減耗率

に関連する変数である年齢及び職業階層注8と、所

得、教育年数、医療サービスの価格、時間制約など

健康投資に関する変数とその他の人口学的変数で

あり、 Utは平均値Oをとる誤差項であり、 E[Xt-1UtJ

=0と仮定する。

上の(1)， (2)， (3)式を合わせると、健康投資

関数は次のように書き換えられる。

It.・1=μβXt.1一(μ-bt.1)Ht.・1+μUt (4) 

また、 (2)，(3)式からは、次の健康需要関数が

導き出せる。

Ht=μβXt.1一(1一μ)Ht.1+μUt (5) 

(4)， (5)式のXi-lは共通である。さらに医療サ

}ビス需要関数については、

Mt-1=αIt-l +λZt.l+et-l (6) 

と表される。 Zt.lは総健康投資関数に含まれる

変数以外の変数の行列であり、 et-lは平均値0をと

る誤差項である。本稿では (5)(6)の2式の誘導型

方程式の推定を個別に行い、それぞれの需要関数

を推定する。誘導型方程式の推定に当たっては、

E [Ht-1UtJ = 0、E[Xt.1UtJ = 0、E[Ht-l et.1J = 0、

E [Xt-1et-1J = 0、E[Zt.let.1J = 0という仮定を置

く。しかし、 E[Xt-1UtJ= 0については、 Xt.1に含ま



れる就労の有無・所得と健康状態に同時性の問題

があり、これについては実証モデルのセクション

で検討する。

3圃ヂータ麗び記述統計量

本稿で用いるデータは、東京大学社会科学研究

所附属日本社会研究情報センターSSJデータ・ア

}カイブより利用を許可された「老研 ミシガン

大、全国高齢者パネル調査(以後全国高齢者パネ

ル)JWave1・Wave3(1987年・ 1990年・ 1993年)

である。全国高齢者パネルの初回調査は、日本全

国から層化二段無作為抽出された60歳以上の男女

を対象として1987年に行われ、その後3-4年ご

とに追跡調査が実施されている。これまで2006年

までの7回の調査・データ構築を完了しているが、

このうちWave3までのデ}タがSSJデータ・ア

ーカイブに寄託され利用が可能となった。調査は、

調査票を用いた訪問面接調査法で行われ、高齢者

の身体的・精神的健康、家族、家族以外の社会関

係、就労状況、経済状態などが同じ対象者(パネ

ル)に尋ねられている。初回調査ではイ 2，200人の

男女が面接調査を完了し、本稿ではこのコホート

を分析対象とする。 Wave2、Wave3で、は、病気や

認知能力が低いため調査に応じられない対象者に

ついて、対象者をよく知る家族などに対して代理

調査を実施し、客観的な情報について調査してい

るが、代理調査では所得に関する情報を含まない

こと、健康状態の評価の主体が異なることから、

分析対象は本人調査を完了した個人に限定した。

また、老健制度が高齢者の医療需要に及ぼす影響

を測定する際、終末期医療など特別な医療需要を

除いた需要を比較する必要があるため、 Wave1か

らWave3の聞に死亡した個人をサンプルから除外

した注9。死亡による脱落者をサンプルに含まない

ことからWave2、Wave3の健康状態に上方のパイ
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アスがあると考えられ、結果の解釈には留意が必

要である注100

全国高齢者パネルには、経済的な情報が、配偶

者と合わせた年収・世帯全体の年収、持ち家の有

無に限られ、資産についての情報がないこと、医

療保険の種別について直接聞いておらず、職業が

医療保険の種別の代理変数となる可能性があるな

どの欠点がある。また、サンプルサイズが比較的

小さいため、男女別かつ年齢別に集計した場合そ

の平均値がぱらつきやすい。しかし、居住地域、

職業、加入医療保険、所得などの面で多様な社会

経済的パックグラウンドを持つ高齢者をプール

し、医療サービスの受療や健康状態について分析

する利点は大きい。また、このデータは全国規模

調査による公開パネルデータであり、政策分析に

おいて分析の再現性を確保するという目的にも則

すると思われる。ただし、社会経済的属性による

疾摘発症の確率など疫学的な分析のためには、よ

り大きなサンプルサイズが必要で、あることもここ

で明記しておきたい。

表 1には全サンプルと男女別の記述統計量を、

表2にはそれぞれの変数の定義をまとめた。表 1

では、サンプルの50.7%が男性であり、 70歳以上

の比率は男性で46.1%、女性で45.4%であることが

示された。また、男性の45.8%、女性の21.7%が現

在働いており、現在結婚している割合は男性で

91%、女性で50.5%である。これらの数値は附表2

に示した1985年の『国勢調査』の数値と概ね等し

く、本データは日本に居住する60歳以上の高齢者

の代表的なサンプルといっても差支えないだろ

う。医療需要に関しては、過去3ヶ月間の外来受

診回数の平均は男性が4.5回、女性が6.0回と女性

の方が多くなっている。また、少なくとも 1回以

上の外来受診をした割合は、男性で60.3%、女性

で64.9%であった。主観的健康度では、男性の方

が女性より自己の健康を高く評価する傾向が見ら
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表 1 記述並亮計量

男女 男性 女性

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

外来受診あり 0.6257 0.4840 0.6026 0.4895 0.6494 0.4773 
外来受診回数 5.2702 10.6283 4.5213 9.1587 6.0406 11.9076 
主観的健康悪い 0.1222 0.3275 0.1038 0.3051 0.1410 0.3482 

男性 0.5071 0.5000 

年齢 69.8 6.1 69.9 6.1 69.7 6.1 
年齢2乗 4912.1 871.8 4928.0 873.8 4895.8 869.8 
70歳以上 0.4576 0.4983 0.4609 0.4987 0.4542 0.4981 
働いている 0.3390 0.4735 0.4578 0.4984 0.2167 0.4122 
結婚している 0.7105 0.4536 0.9101 0.2861 0.5052 0.5002 
成人子と同居 0.4493 0.4975 0.4671 0.4991 0.4311 0.4954 

持ち家あり 0.8213 0.3832 0.8699 0.3366 0.7713 0.4202 
I人当り所得(円) 2，780，536 2，256，321 2，934，412 2，282，225 2，622，245 2，219，155 

0-7年教育 0.1929 0.3946 0.1193 0.3243 0.2685 0.4434 

8-9年教育 0.4179 0.4933 0.4570 0.4983 0.3777 0.4850 

10-11年教育 0.2286 0.4200 0.1998 0.4000 0.2582 0.4378 
12年以上教育 0.1606 0.3673 0.2239 0.4170 0.0956 0.2942 
専門管理 0.1465 0.3537 0.2370 0.4254 0.0534 0.2249 
事務販売サービス 0.2655 0.4417 0.2014 0.4012 0.3315 0.4709 
マニュアル 0.1952 0.3964 0.2463 0.4310 0.1426 0.3498 

自営業 0.1127 0.3163 0.1239 0.3296 0.1012 0.3017 
農林漁業 0.1775 0.3822 0.1913 0.3935 0.1633 0.3698 
主婦(夫) 0.1025 0.3034 0.0000 0.0000 0.2080 0.4060 
局血圧 0.2714 0.4448 0.2432 0.4292 0.3004 0.4586 

心臓病 0.1320 0.3385 0.1084 0.3111 0.1562 0.3632 
糖尿病 0.0526 0.2233 0.0581 0.2340 0.0470 0.2117 

肝臓病 0.0428 0.2025 0.0519 0.2219 0.0335 0.1799 
腎臓病 0.0212 0.1441 0.0201 0.1405 0.0223 0.1478 
脳卒中 0.0232 0.1505 0.0318 0.1754 0.0143 0.1189 
呼吸器疾患 0.0539 0.2259 0.0582 0.2342 0.0495 0.2170 
北海道 0.0589 0.2355 0.0581 0.2340 0.0598 0.2371 

東北 0.0864 0.2810 0.0937 0.2916 0.0789 0.2697 
関東 0.2529 0.4348 0.2347 0.4240 0.2717 0.4450 
北陸 0.0373 0.1896 0.0465 0.2106 0.0279 0.1647 
東山 0.0471 0.2120 0.0589 0.2355 0.0351 0.1840 

東海 0.0848 0.2787 0.0937 0.2916 0.0757 0.2646 

近畿 0.1485 0.3556 0.1487 0.3560 0.1482 0.3554 

中国 0.0931 0.2906 0.0953 0.2937 0.0908 0.2875 

四国 0.0381 0.1915 0.0465 0.2106 0.0295 0.1692 
北九州 0.0809 0.2728 0.0589 0.2355 0.1036 0.3048 
南九州 0.0719 0.2583 0.0651 0.2467 0.0789 0.2697 
市郡規模1 0.0919 0.2890 0.0651 0.2467 0.1195 0.3245 
市郡規模2 0.0428 0.2025 0.0480 0.2139 0.0375 0.1899 

市郡規模3 0.0448 0.2069 0.0473 0.2123 0.0422 0.2012 

市郡規模4 0.2172 0.4124 0.2208 0.4149 0.2135 0.4100 
市郡規模5 0.1170 0.3215 0.1123 0.3159 0.1219 0.3273 

市郡規模6 0.1929 0.3946 0.1960 0.3971 0.1896 0.3922 

市郡規模7 0.2934 0.4554 0.3106 0.4629 0.2757 0.4470 
1990年観測値 0.3201 0.4666 0.3215 0.4672 0.3187 0.4662 

1993年観測値 0.3264 0.4690 0.3315 0.4709 0.3211 0.4671 

観測数 2，546 1，291 1，255 



表 2 変数の定義

<被説明変数>

外来受診回数

主観的健康悪い

<説明変数>

男性

年齢

年齢2乗

70歳以上

働いている

結婚している

成人子と同居

持ち家あり

1人当り所得

0・7年教育教育

8-9年教育教育

10-11年教育教育

12年以上教育

専門管理

事務販売サービス

マニュアル

自営業

農林漁業

主婦(夫)

高血圧

心臓病

糖尿病

肝臓病

腎臓病

脳卒中

呼吸器疾患

北海道

東北

関東

北陸

東山

東海

近畿

中国

四国

北九州

南九州

市郡規模1
市郡規模2

市郡規模3

市郡規模4

市郡規模5

市郡規模6

市郡規模7

1990年観測値

1993年観測値
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過去3カ月間の外来受診回数

主観的健康観が悪い=1、それ以外=0のダミー変数

男性=1、女性=0のダミー変数

老人保健制度適格となる70歳以上司、それ以外=0のダミ}変数

現在収入を伴う仕事をしている =1、それ以外=0のダミー変数

現在結婚している =1、それ以外=0のダミ}変数

現在成人子と同居している =1、それ以外=0のダミー変数

持家に住んでいる =1、それ以外=0のダミー変数

規模の経済を考慮したI人当たり年間所得=(世帯当たり収入)/ (世帯人数の2乗根)。ただし世

帯当たり収入は範囲で示された値の中央値をとっている。

年数が0-7年=1、それ以外=0のダミ}変数

年数が8-9年=1、それ以外=0のダミー変数

年数が10・11年=1、それ以外=0のダミー変数

教育年数が12年以上=1、それ以外=0のダミー変数

最も長く就いた職業が専門管理職=1、それ以外=0のダミー変数

最も長く就いた職業が事務販売サービス =1、それ以外=0のダミー変数

最も長く就いた職業がマニュアル=1、それ以外=0のダミー変数

最も長く就いた職業が自営業=1、それ以外=0のダミー変数

最も長く就いた職業が農林漁業=1、それ以外=0のダミー変数

最も長く就いた職業が主婦(夫)=1、それ以外=0のダミ}変数

高血圧である =1、それ以外=0のダミー変数

心臓病がある =1、それ以外=0のダミー変数

糖尿病がある =1、それ以外=0のダミ}変数

肝臓病がある =1、それ以外=0のダミ}変数

腎臓病がある =1、それ以外=0のダミー変数

脳卒中がおきたことがある =1、それ以外=0のダミ}変数

呼吸器系疾患がある司、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が北海道=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が東北(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が北陸(新潟・富山・石川|・福井)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が東山(山梨・長野・岐阜)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が東海(静岡・愛知・三重)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が近畿(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が四国(徳島・香川・愛媛・高知)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が北九州(福岡・佐賀・長崎・大分)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が南九州(熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)=1、それ以外=0のダミー変数

現在の居住地が政令指定都市(東京23区・大阪市)

現在の居住地が政令指定都市(横浜市・名古屋市・京都市・北九州市)

現在の居住地が政令指定都市(札幌市・川崎市・神戸市・広島市・福岡市、 wave2，3は仙台市-

wave3は千葉市を含む)

現在の居住地が人口20万以上の市

現在の居住地が人口10万以上の市

現在の居住地が人口10万未満の市

現在の居住地が町村

1990年の観測値=1、それ以外=0のダミー変数

1993年の観測値=1、それ以外=0のダミー変数
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れる。男性の10.4%が自身を「あまり健康で、ない」

か「全く健康で、ない」と評価しているのに対し、

女性の 14.1%がそのように評価している。附表2

の1986年『国民生活基礎調査』の数値と比較する

と、全国高齢者パネルのサンプルに含まれる高齢

者の通院率が高く、自分の健康状態をよりよく評

価する傾向があるといえる。

個人の経済状態は世帯当たりの所得を世帯人数

の平方根で除した等価所得で表している。男性の

平均値は約293万円、女性の平均値は約262万円

であった。教育年数に関しては、旧制の高等小学

校未満に当たる教育歴 (8年未満)を持つ者は、男

性では11.9%に過ぎないのに対し、女性では26.9%

に上っていた。職業階層は、石田(2006)にならい、

最も長くついた職業を基に専門管理、事務販売、

マニュアル注ヘ自営、農林漁業、と、主婦(夫)

の6つのカテゴリーに分類した。一方、慢性疾患

の擢患率を見ると、高血圧、心臓病では女性で高

く、糖尿病、肝臓病、脳卒中では男性の擢患率の

ほうが高くなっている注へその他の変数として、

居住地の地域特性をコントロールするため11の地

域ダミー、医療機関へのアクセスをコントロール

する市郡規模ダミ}を考慮している。

表3は、老健移行前後(つまり、 70歳未満か70

歳以上か)の医療機関利用の状況を、男女別に記

述したものであるo この表からは、男女とも、 70

歳以上で外来受診回数が上昇していることが読み

取れる。 70歳未満の平均外来受診回数は女性が

4.9回、男性が4.0回であり、 70歳以上では、女性

は6.9回、男性は5.5固に増加している。もともと

回数の多い女性が、老人保健制度移行以後、その

傾向をより強めるようである。老健移行前後の健

康状態の変化を見ると、男女ともに、 70歳以上で

は70歳未満と比べ、主観的健康感が悪いと答える

割合が増えている。さらに年齢ごとの外来受診回

数、主観的健康が悪い割合を男女別に図 1・1から

図2-2に示した。外来受診回数についてみると、

男女ともに年齢が進むに従い回数が増えていく傾

向が読み取れる。しかし、 70歳前後での顕著な傾

向の違いは女性のみに観察される。年齢別の主観

的健康状態が悪い割合を見ると、男性では70歳前

後で大幅な傾向の違いが見られないのに対し、女

性の場合は、 70歳を境に上昇傾向が強まっている。

(5)式の推定で、はt期の健康状態をは期の健康

状態で説明することから、健康状態の異時点聞の

移行について表4のクロス表にまとめた。男性で

は前期の健康状態が悪かった者の59.2%が今期の

健康状態が悪く、女性では前期の健康状態が悪か

った者の50.4%が今期も健康状態が悪かった。こ

れより、男性の方が女性に比べ悪い健康状態が固

定する傾向がやや強いことが示された。

記述統計量より、男女間で社会経済的属性に関

して異なる分布が示されたこと、BlackReportを

はじめとする社会疫学的な先行研究の多くが男女

別推計を行っており、男性に用いられる社会経済

的属性の指標が女性にも適切であるかどうかにつ

いて多くの議論がある (Robert and House， 2000)却)

ことから、本稿の計量分析では男女別の推計を行

表3 老人保健制度適格前後の医療サービス利用と健康状態

男性 女性

70歳未満 70歳以上 70歳未満 70歳以上

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

外来受診回数 4.011 8.193 5.492 11.055 4.933 10.359 6.909 13.025 

主観的健康悪い 0.110 0.313 0.123 0.328 0.123 0.328 0.184 0.387 

Number of Obs 855 865 1100 1269 



図1・1 年齢別平均外来受診回数(男性)
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表4 前期・今期の主観的健康状態クロス表

<男性>

前期の主観的健康悪い

O 1 Tota! 

o (度数) 942 53 995 

今期の (%) 93.55 40.77 87.51 

主観的健康悪い 1 (度数) 65 77 142 

(%) 6.45 59.23 12.49 

Tota! (度数) 1007 130 1137 

(%) 100 100 100 

うことにした。

4.実証モデル

(1)外来医療需要関数

分析の枠組みで示した (6)式より、社会経済的

日本の高齢者の健康格差に関する計量分析 93 

図1・2 年齢別平均外来受診回数(女性)
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図2・2 年齢別主観的健康状態(悪い)の割合(女性)
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<女性>

前賎の主観的健康悪い。 I Total 

o (度数) 1203 114 1317 

今期の (%) 90.04 49.57 84.1 

主観的健康悪い 1 (度数) 133 116 249 

(%) 9.96 5u.43 15.9 

Tota! (度数) 1336 230 1566 

(%) 100 100 100 

属性が医療需要に及ぼす効果を推定する。また、

老健制度への移行を利用して、社会経済的属性と

医療サ}ピスの価格(自己負担率)の交互作用が

医療需要に及ぼす効果についても推定する。 (6)

式の被説明変数Mt.lは、過去3ヶ月間の外来受診
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回数であり、説明変数となるのは、 (4)式と (5)

式共通のXt.1に含まれる変数であり、年齢、年齢2

乗、老健制度移行を意味する70歳以上ダミー、働

いているダミー、結婚しているダミー、成人子と

同居ダミー、専門管理を基準とした(女性につい

ては主婦を基準とした)最長職ダミー、 0・7年を

基準とした教育年数ダミー、持ち家ダミー、 I人

当り所得(百万円)、北海道を基準とした地域ダ

ミーである。

社会経済的属性と外来医療需要の関係は次のよ

うに考えられる。医療サービスの価格を一定とす

れば、所得が高いほどより多くのサービスを需要

できるため、その効果は正である。グロスマンモ

デルでは教育水準は健康需要関数における効率要

素とみなされる。医療受療を健康投資の1要素と

し、総健康投資の効率を高めるものと考えれば、

教育水準と医療需要の関係は正だろう。次に最長

職と医療サービス利用の関係は複雑である。職業

階層を健康ストックの減耗率に影響を及ぼす要素

と考えた場合、職業の特性によって最適な健康水

準を維持するために必要な医療サ}ピス量が異な

るだろう。つまり減耗率が高くなるような職業の

場合、需要する医療サービス量が増えるだろう。

その一方で、、わが国の若年医療保険が職業によっ

て職域保険と地域保険に2分され、保険の種類に

よって自己負担率が異なることから、職業階層は

若年時の医療サービスの価格の決定要素という側

面も持つ。職業階層がどちらの要素として機能し

ているかは実証による判断しかできず、その結果

をもって職業階層が医療需要及び健康需要に及ぼ

す効果を再考する。

(6)式の Zt.lは医療サービス需要の式にのみに含

まれる説明変数を表すが、これには、 1人当たり所

得と 70歳ダミーの交差項、職業階層と 70歳以上ダ

ミーの交差項、特定疾患の有無と、医療アクセスに

関する要素をコントロールする市郡規模ダミー注目

が含まれる。職業階層と 70歳以上ダミ}の交差項

によって、老健移行への効果が若年時の医療保険

の種別が異なるグループ間で異なったかどうかを

推測することができる。なお、被説明変数が外来受

診回数であるため、 Winkelmann(2004) 2川こ従い

count dataの分析に適したNegativebinomial 

model注目を用いる。また (6)式では当期の医療サ

ービス需要を当期の特性で説明する(形式上は前

期の医療サービス需要を前期の特性で説明する)

ため、 3期すべてのデータを用い、パネル分析を

行う。

パネル分析の際に必要となる固定効果モデル、

変量効果モデルの選択に当たっては、観察されな

い個人の特性を除去し、一致推定量を求めるとい

う目的からは固定効果モデルが好ましいと考えら

れる。しかし、社会経済的属性に注目して外来医

療需要関数を推定する場合、固定効果を用いると、

時間によって変化しない高齢者の学歴や最長職の

効果を推定することができないという問題が生じ

る。また、 Negativebinomial modelの推定では、

全期にわたって外来受診回数がOであったケース

を推定対象から落としてしまう不都合が生じる。

そこで、老健効果を表す70歳以上ダミーの効果に

ついては固定効果モデルを採用するが、その他の

変数の効果については変量効果モデルからの結果

を補完的に使用する。

(2)健康需要関数

(5)式より社会経済的属性が健康水準に及ぼす

効果を測定する。健康需要関数の推定式 (5)式で

は、今期の健康水準を前期の個人特性と前期の健

康水準で説明する。被説明変数Htは「主観的健康

が悪い」である。これは主観的健康度についての

回答のうち、「あまり健康でないjまたは「全く

健康で、ない」場合は1、「全く健康J、「かなり健康j

「ふつう」ならOとなる2値変数である。説明変数



Xt-lは、年齢、年齢2乗、 70歳以上ダミー、働い

ているダミー、結婚しているダミー、成人子と同

居ダミ}、専門管理を基準とした(女性について

は主婦を基準とした)最長職ダミ}、 0・7年を基準

とした教育年数ダミ}、持ち家ダミー、 1人当り

所得(百万円)、北海道を基準とした地域ダミー、

主観的健康が悪いダミーであり、これらすべてが

前期の値をとる。「主観的健康が悪い」をアウト

カムとした場合、社会経済的属性と健康状態の関

係は次のように考えられる。まず所得が高いほど

より多くの健康投資ができ、その結果所得の係数

の符号は負となるだろう。次に教育が高いほど効

率的な健康生産ができるためやはり係数の符号は

負となると予想できる。職業階層については既述

したように、職業を健康ストックの減耗率の影響

要素と考えるか、若年期の医療サービスの自己負

担額決定要素として働くかで結果が左右される。

減耗率の影響要素として機能する場合、人的資本

よりも健康資本を使用する職業ーマニュアル職な

どの符号が正となるだろう。職業階層が若年時の

医療保険の種別、つまり、医療サービスの自己負

担価格の決定要素として機能するのならば、健康

投資の費用が高い自営業や農林漁業に従事するこ

とが主観的健康観の悪いことに正の影響を持った、

ろう。

被説明変数が2値変数であることから Probit

modelを用いるが、説明変数に前期の値を用いる

ため2期分のデータしか使用できない。 Panel

probit modelかPooledprobit modelの選択は検定

の結果に委ねることとする。

ところで、健康需要関数を推定する際問題とな

るのは、説明変数として含まれる就労の選択およ

び所得と健康状態の向時性の問題である。そもそ

も健康と就労、健康と所得に関しては双方向の因

果関係が考えられ、本稿とは逆の因果関係に注目

した先行研究も多い。例えば、岩本 (2000)2勺ま
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「国民生活基礎調査jの個票を用いて、健康状態

の悪化が賃金所得の低下および就業の断念に及ぼ

す効果を検証し、さらに健康状態による所得損失

を測定している。その結果55歳以上の男性では、

主観的健康状態が悪くなることに伴い、 0.54-

2.25%の所得を損失すると推定している。

本稿が推定する (5)式では、今期の健康状態

を説明するのが「前期の就労状態」および「前期

の所得Jであることから強い同時性は避けられる

と思われるが、念のために就労状態、所得につい

て内生性の検定を行い、誘導型方程式の推定によ

って一致性のある結果が得られるかどうかを検討

する。

Wooldridge (2003) 23) とRiversand Vuong 

(1988) 24)，注目に従い、回帰分析の残差を用いた内

生性の検定を行う。就労の有無の内生性の検定の

具体的な手順は、次に示す通りである。

① 就労の有無を被説明変数とし、 (5)式に含まれ

る説明変数と (5)式に含まれず健康需要関数

の誤差項と相関しない外生変数で回帰する。

② ここで得られた残差を (5)式の説明変数に

加えてProbitmodelを推定し、その残差の係

数が統計的に有意である場合品:E[Xt-1Ut] 

=0を棄却する。

さらに、所得の内生性についても同様の手順で

検定を行う。ここで問題となるのは①で加える外

生変数の選択である。調査から得られたデータの

中から、就労の選択と相関するが健康需要関数の

誤差項とは相関しない変数、あるいは所得と相関

するが健康需要関数の誤差項とは相関しない変数

を選ぶことは困難を極める。そこで、居住地域を

もとに次のような変数を求め、それぞれの変数と

健康状態、就労、所得との相関を求め、条件を満

たす変数を外生変数として用いた。外生変数の候

補としたのは、地域別有効求人倍率、 1人当り地

域内総生産、地域別第一次産業従業比率、地域別
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拠出型国民年金受給率、地域別県内従業者割合で

ある。この中から、男性サンプルに関しては、就

労、所得ともに地域別拠出型国民年金受給率、女

性サンプルに関しては、就労については地域別有

効求人倍率、所得については1人当り地域内総生

産が条件を満たした。

5 .結果

(1)社会経済的属性と外来医療需要

表5は、男性を対象とした外来医療需要関数の

推定結果である。 5・(1)と5・(2)はそれぞれ、慢性

疾患と主観的健康によるコントロ}ルを行わない

分析とコントロ}ルを行った分析の結果である。

慢性疾患などによるコントロールのない推定で

は、年齢、結婚している、教育年数が正の、現在

働いていること、成人子と同居していることが外

来医療需要に負の効果を示した。しかし、慢性疾

患などをコントロールすると、年齢と成人子と同

居の効果は有意で、はなくなった。また、どちらの

モデルでも所得による受診回数への影響は見られ

なかったが、 5・(2)および固定効果モデルの5-(4)

で、持ち家があることが外来医療需要に正の効果

を示した。また、 5-(2)から、最長職が農林漁業

者であることが外来医療需要に正の効果を与えて

いたことが明らかになった。これは、農林漁業者

が若年時国民健康保険に加入し、自己負担率が3

割であったことを考慮すると予想に反する結果で

ある。市郡規模ダミ}によって診療機関へのアク

セスをコントロールした場合は、雇用者に較べ機

会費用が安い農林漁業者の方の医療需要が高くな

った、という解釈が可能だろう。さらに、 5・(4)

から、最長職が農林漁業であった場合、最長職が

管理専門職と比較して老健移行後、より外来医療

需要を増やしていたという結果を得た。これにつ

いては、老健移行による自己負担額の差益が大き

い農林漁業者が、 70歳に達してより医療需要を高

めたことの表れと言えるだろう。教育年数に関し

ては、すべての要因をコントロールすると、最も

教育年数の長い者がより多く外来受診していた。

老健への移行を表す70歳ダミーと、所得及び職業

階層の交差項を取り入れたら(3)の結果では、 1人

当り所得と 1人当り所得x70歳ダミーが有意な効

果を示したが、その符号はそれぞれ負と正であり、

これは、老健移行後、低所得のものほどより外来

需要を増やすとの仮説とは逆に、高所得ほど外来

需要を増やすという可能性を示すものである。し

かし、固定効果モデルの5・(4)では、 1人当り所得

ダミー、 1人当り所得x70歳以上ダミーともに有

意な効果は観察されなかった。これより、観察さ

れない個人の特性の影響を取り除いた場合、所得

の医療需要への効果はなかったと言える。その他、

5・(1)から5-(4)の結果で特筆すべき点は、高齢男

性の外来受診需要が、居住地域によって大きく影

響されていたことであった。医師密度の代理変数

である市郡規模の効果に加え、地域ダミーの多く

が統計的に有意な効果を示した。

同じく外来医療需要関数の推定の女性に関する

結果が表6である。 6-(1)では、現在結婚してい

ることが正の、持ち家に住んでいることが負の効

果を示した。慢性疾患と主観的健康をコントロー

ルしたら (2)では、外来受診回数に対する持ち家

の効果は消えたが、結婚していることの正の効果

は有意性を示した。 70歳ダミーと所得、職業階層

との交差項を入れたら (3)の結果では、結婚して

いることと慢性疾患以外の個人特性は統計的有意

な効果を示さなかった。 6-(4)は、個人の異質性

をコントロールしたうえで70歳ダミ}の効果を確

認するため、固定効果モデルによる推定を行った

結果である。ここでは農林漁業と 70歳ダミ}の交

差項が正に有意な効果を示した。これは、ずっと

主婦をしていた女性に比ぺ、農林漁業を最長職と

して挙げた女性が老健移行後により外来需要を増
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表5 外来医療需要関数の推定(男性)

5 -(1) 5 -(2) 5 -(3) 5 -(4) 
変量効果モデル 変量効果モデル 変量効果モデル 固定効果モデル

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

年齢 0.2487 * 0.1378 0.2164 0.1346 0.2041 0.1344 0.2136 0.1742 
年齢2乗 -0.0016 0.0009 .0.0014 0.0009 -0.0013 0.0009 -0.00l4 0.0012 
70歳以上 0.1522 0.1382 0.1017 0.1364 -0.0765 0.2313 0.1245 0.2562 
働いている ー0.3530*** 0.0919 相0.1806** 0.0884 -0.1769 ** 0.0881 -0.2987 ** 0.1270 
結婚している 0.3966 ** 0.1660 0.4411 *** 0.1512 0.4606 *** 0.1516 0.6737 ** 0.2827 
成人子と同居 -0.1705 * 0.0926 -0.1170 0.0852 -0.1309 0.0856 -0.1964 0.1428 
事務販売サービス -0.1420 0.1379 ー0.1312 0.1282 -0.1830 0.1739 
マニュアル -0.1818 0.1410 ー0.1088 0.1303 ー0.0203 0.1675 
自営業 0.2276 0.1593 0.0817 0.1425 0.3040 0.2035 
農林漁業 0.2454 0.1552 0.2538 * 0.1451 0.1507 0.1915 
8-9年教育 0.1696 0.1450 0.1030 0.1367 0.1046 0.1370 
10-11年教育 0.3026 * 0.1685 0.1865 0.1575 0.2107 0.1577 
12年以上教育 0.3464 ** 0.1707 0.3242 ** 0.1595 0.3592 ** 0.1603 
持ち家あり 0.1159 0.1421 0.2331 * 0.1327 0.2029 0.1334 0.5651 ** 0.2589 
1人当り所得(百万円) -0.0090 0.0208 -0.0205 0.0l94 -0.0615 ** 0.0280 .0.0158 0.0350 
1人当り所得x70歳以上 0.0730 ** 0.0353 0.0379 0.0448 
事務販売サービス x70歳以上 0.1356 0.2335 0.1619 0.2361 
マニュアル x70歳以上 -0.2079 0.2254 -0.3325 0.2709 
自営業x70歳以上 ー0.3385 0.2576 -0.3138 0.3092 
農林漁業x70歳以上 0.2099 0.2392 0.5191 * 0.2937 
両血圧 0.9100 *** 0.0835 0.8903 *** 0.0835 0.5720 *** 0.1265 
心臓病 0.4178 *** 0.1111 0.4229 *** 0.1111 0.2943 * 0.1571 
糖尿病 0.2552 * 0.1443 0.2468 * 0.1453 0.0620 0.1989 
肝臓病 0.5076 *** 0.1564 0.4711 *** 0.1558 0.0852 0.2376 
腎臓病 0.2762 0.2315 0.2543 0.2316 0.4082 0.3088 
脳卒中 0.4892 ** 0.2018 0.4466 ** 0.2040 0.5967 ** 0.2811 
呼吸器疾患 0.2684 * 0.1540 0.2943 * 0.1554 0.0368 0.2317 
主観的健康悪い 0.6834 *** 0.1226 0.6643 **キ 0.1228 0.5147キ**0.1775 
1990年観測値 幽0.1571* 0.0905 -0.2218 ** 0.0887 -0.1950 ** 0.0890 -0.1454 0.1067 
1993年観測値 -0.1595 0.0990 -0.2856ネ**0.0960 -0.2617 *** 0.0960 -0.2410場 0.1357 
市郡規模2 -0.6083 ** 0.2786 -0.6586 *** 0.2519 -0.6625 *** 0.2519 -0.3255 0.6177 
市郡規模3 -0.1469 0.2630 -0.1451 0.2359 -0.1161 0.2368 -0.7752 0.5428 
市郡規模4 -0.2592 0.2041 -0.2290 0.1799 -0.2079 0.1798 -0.9729 ** 0.4571 
市郡規模5 -0.6272 *** 0.2243 -0.5984 *** 0.1999 -0.5982 *** 0.1995 -1.1750 ** 0.4933 
市郡規模6 -0.6800 *** 0.2147 -0.7014 *** 0.1910 -0.6843 *** 0.1907 -1.1454 ** 0.4861 
市郡規模7 -0.5016 ** 0.2053 -0.6247 *** 0.1837 -0.6144 *** 0.1838 -1.0381 ** 0.4562 
東北 0.4197 0.2697 0.3227 0.2495 0.3461 0.2512 1.0097 * 0.5698 
関東 0.8000 *** 0.2456 0.6523 *** 0.2266 0.6918 *** 0.2280 1.5879 *** 0.5175 
北陸 0.5693 * 0.3065 0.6202 ** 0.2772 0.6689 ** 0.2786 1.2844 * 0.6654 
東山 0.7666 *** 0.2870 0.5711 *キ 0.2627 0.5956 ** 0.2651 1.7165 *** 0.6178 
東海 0.4237 0.2719 0.4499 * 0.2511 0.5256 ** 0.2541 1.3971 ** 0.5635 
近畿 0.6037 ** 0.2564 0.6166 *** 0.2377 0.6553 **キ 0.2397 1.4092 *** 0.5503 
中国 0.4303 0.2662 0.4910 ** 0.2475 0.52⑪3 ** 0.2485 0.7500 0.5441 
四国 1.0250 *** 0.2986 0.7605 *** 0.2729 0.8214 *** 0.2750 2.1063 *** 0.6371 
北九州 0.6439 ** 0.3001 0.6010 ** 0.2741 0.6403 ** 0.2757 2.3029 *** 0.7078 
南九州 0.3429 0.2875 0.4178 0.2686 0.4187 0.2694 0.8807 0.5792 
定数項 -10.5151 ** 5.0350 -9.8920 ** 4.9150 回9.4105* 4.9041 -9.8697 6.3643 
Ho:Var (u) =0 
Prob>=chibar2 0.0000 0.0000 0.0000 
Number of Observation 1234 1200 1200 867 
Number of lndividuals 532 530 530 342 
Log-likelihood 司2814.2686 ー2639.6040 ー2634.2555 -1008.1588 

注) *有意水準10%、**有意水準5%、***有意水準1%
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表 6 外来医療需要関数の推定(女性)

6 -(1) 6 -(2) 6 -(3) 6 -(4) 
変量効果モデル 変量効果モデル 変量効果モデル 固定効果モデル

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

年齢 四0.0589 0.1266 -0.0509 0.1288 -0.0306 0.1295 。.1846 0.1812 
年齢2乗 0.0004 0.0009 0.0004 0.0009 0.0002 0.0009 0.0013 0.0013 
70歳以上 0.1564 0.1293 0.2144 * 0.1296 0.3300 0.2098 0.1299 0.2808 
働いている -0.1422 0.1028 -0.0716 0.1015 -0.0725 0.1023 0.0140 0.1558 
結婚している 0.2121 ** 0.0884 0.2000 ** 0.0857 0.2052 ** 0.0860 -0.1027 0.1616 
成人子と同居 0.0897 0.0884 0.0993 0.0847 0.1143 0.0852 司0.0931 0.1544 
専門管理 -0.2975 02053 -0.1083 0.2040 -0.0579 02918 
事務販売サ}ビス ー0.1784 0.1167 -0.1737 0.1118 -0.0687 0.1536 
マニュアル -0.1885 0.1450 -0.2094 0.1388 -0.2097 0.1790 
自営業 -0.2256 0.1594 -0.2319 0.1505 -0.2876 0.2208 
農林漁業 -0.1731 0.1461 ー0.0910 0.1422 町0.1379 0.2025 
8・9年教育 0.0512 0.1031 0.0219 0.0994 0.0328 0.1006 
10-11年教育 -0.1028 0.1210 0.0164 0.1160 0.0359 0.1168 
12年以上教育 -0.1661 0.1614 ー0.2592 0.1577 -0.2408 0.1588 
持ち家あり -0.2535 ** 0.1047 -0.0793 0.1012 -0.0897 0.1019 0.0528 0.1880 
1人当り所得(百万円) ー0.0025 0.0199 -0.0033 0.0194 0.0073 0.0243 -0.0117 0.0395 
1人当り所得x70歳以上 -0.0306 0.0352 -0.0575 0.0523 
専門管理x70歳以上 -0.0776 0.3766 同0.2518 0.4202 
事務販売サービス x70歳以上 ー02385 0.2045 0.2749 02889 
マニュアル x70歳以上 0.0451 0.2586 0.1274 0.3481 
自営業x70歳以上 0.1048 0.2844 0.0317 0.3492 
農林漁業x70歳以上 0.1041 0.2495 0.6908ネ* 0.3194 

局血圧 0.7227 *** 0.0793 0.7256 *** 0.0796 0.6434 *** 0.1253 
心臓病 0.5983 *** 0.0943 0.6003 *ネ*0.0945 0.3410 ** 0.1358 
糖尿病 0.4497 *** 0.1545 0.4329 *** 0.1550 0.3845 0.2488 

肝臓病 0.2988 * 0.1778 0.2970キ 0.1781 0.2380 0.2389 
腎臓病 0.0942 0.2067 0.0794 0.2068 0.0361 0.2638 
脳卒中 0.2579 0.3068 0.2557 0.3065 0.1610 0.4400 
呼吸器疾患 0.3348 ** 0.1524 0.3384 ** 0.1525 0.0733 0.2093 
主観的健康悪い 0.5282 *** 0.0986 0.5296 *** 0.0994 0.3423 ** 0.1369 
1990年観測値 -0.0055 0.0876 -0.0973 0.0858 -0.0943 0β862 -0.1094 0.1064 
1993年観測値 -0.0208 0.0983 -0.1196 0.0969 旬0.1328 0.0977 -0.1516 0.1462 
市郡規模2 -0.1831 0.2548 -0.2680 0.2428 -0.2533 0.2444 0.9948 0.9812 
市郡規模3 -0.0786 0.2301 -0.0594 0.2184 -0.0515 0.2209 0.4168 0.4735 
市郡規模4 -0.0915 0.1588 -0.2108 0.1515 -0.2057 0.1533 0.0934 0.3290 
市郡規模5 0.0954 0.1639 -0.0291 0.1561 胆0.0021 0.1587 0.3730 0.3464 
市郡規模6 -0.3256 * 0.1719 -0.4413 *** 0.1649 -0.4211 ** 0.1676 0.1301 0.3934 
市郡規模7 -0.1504 0.1642 -0.2064 0.1574 -0.1965 0.1596 0.0178 0.3728 
東北 0.1787 0.2238 0.1182 0.2155 0.1207 0.2156 -0.8676 0.8463 
関東 0.1227 0.1989 0.2313 0.1904 0.2129 0.1905 ー0.9762 0.7716 
北陸 ー0.3326 0.3156 -0.0451 0.3025 -0.0711 0.3028 -1.6244 0.9960 
東山 -0.3548 0.2998 -0.0392 0.2835 -0.0655 0.2844 司1.2716 0.9890 

東海 -0.2696 0.2375 -0.0584 02290 -0.0674 0.2285 -1.6985 ** 0.8510 
近畿 -0.0696 0.2100 0.1520 0.2015 0.1569 0.2012 -1.1378 0.7759 
中国 0.2640 0.2210 0.3194 0.2106 0.3149 0.2113 -1.2601 0.7698 
四国 -0.8624** 0.3577 -0.7588 ** 0.3463 -0.7540 *キ 0.3465 11.9152 897.2585 

北九州 0.5054** 0.2151 0.5786 *** 0.2045 0.5538 *** 0.2054 司1.0665 0.7708 
南九州 -0.2161 0.2340 -0.1504 0.2257 -0.1548 0.2262 -1.5331 * 0.8181 
定数項 1.8451 4.6314 1.0932 4.6875 0.2451 4.7176 7.2225 6.6852 

Ho:Var (u) =0 

Prob>=chibar2 0.0000 0.0000 0.0000 

Number of Observation 1220 1183 807 

Number of lndividuals 605 604 329 
Log-likelihood 国3145.7777 -2919.8205 -1033.0415 

注) *有意水準10%、**有意水準5%、***有意水準1%



やすことを意味する。主婦が被扶養者として医療

保険に加入していた場合の外来受診の自己負担率

は、国民健康保険の自己負担率と同じ3割である

ことから、若年時の自己負担率の違いというより

むしろ、機会費用が影響していたと考えられるだ

ろう。つまり機会費用が高かった就労者が、老健

移行後の総費用が安くなることによって、より外

来需要を増やしたと説明できるだろう。なお、 6・

(1)から6・(4)を通して、 1人当り所得は外来需要

に統計的有意な効果を示さなかった。

なお、データにはWave1からWave3までの期

間を通して70歳を超えた個人のみならず、期間を

通して常に70歳未満であった個人、および期間を

通して常に70歳以上であった個人も含まれる。老

健移行の効果を厳密に推定するためには、鈴木

(2005)が行っているように、対象期間内に70歳

を超えた個人のみを分析対象とすることが望まし

い。しかし、対象をそのような個人に限定した場

合、固定効果モデルでは、男性の観測数が300、

女性の観測数が290になるなど、サンプルサイズ

が著しく低下した。参考のためこの限定サンプル

ですべてのモデルについて分析を行ったが、すべ

ての個人を含んだサンプルによる分析結果と同様

の結果を得たため、表5、表6では、より大きな

サンプルからの結果を採用している。

(2)社会経済的属性と健康需要

まず、健康状態と就労、健康状態と所得の内生

性の検定を行ったところ、男性サンプルに関して、

「就労が外生変数である」という仮説検定のp-値

は0.114、「所得が外生変数である」という仮説検

定のp-値は0.156で、どちらの仮説も 10%水準で棄

却されなかった。女性サンプルに関しては、「就

労が外生変数である」という仮説検定のp-値は

0.736、「所得が外生変数である」という仮説検定

のp・値は0.878で、やはりいずれも仮説を棄却しな
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なかった。そのため、 (5)式についてE[Xt-1 UtJ = 0 

が満たされると判断した。

さらに、 rPanelprobit modelとPooledprobit 

modelが同じであるJとする仮説はLikelihood

ratio testの結果、男女ともすべてのモデルで棄

却されなかったため、 (5)式の推定は、個人を

clusterの単位としたrobuststandard errorを用い

たPooledprobit modelによった。

男性の健康需要関数の推定結果を表7に示し

た。個人の所得を表す変数として7-(1)では1人当

たり所得を、 7-(2)は1人当たり所得が中央値以下

を低所得とするカテゴリー変数を用いているが、

7・(1)では5%水準、 7-(2)では10%水準で、いずれ

も所得の係数が有意となった。示された限界効果

から、 1年間の所得が100万円増えると「健康状

態が悪いj確率は1.1%減少し、「低所得」層に含

まれる場合、その確率が3.2%増加することが明ら

かになった。もともと男性の中の「健康状態が悪

い」割合が約10%であることから、限界効果の絶

対値は大きくはないが、所得が健康状態に及ぼす

効果が統計的に有意であることが確認された。

なお附表3・1に示したフルサンプルの推定結果で

は、所得100万円の増加について健康状態が悪い

確率は1.5%の減少、低所得である場合健康状態が

悪い確率は3.4%の上昇と、限界効果がやや大きく

なっている。外来受診回数に正の効果を示した教

育年数は、健康状態には有意な効果を示さなかっ

た。職業階層については、 7・(1)、 7・(2) ともにマ

ニュアル職と自営業が、健康状態が悪いことに正

の効果を示した。自営業の健康状態が悪いことに

ついて、若年時の医療保険の影響も考えられるが、

(6)式の推定では、自営業であることは医療需要

の抑制に影響していなかったので、この場合の健

康への影響は、仕事の種類による減耗率への影響

を通してのものという解釈ができるだろう。

表8は、女性の健康需要関数の推定結果である
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表7 健康需要関数の推定(男性)

7 -(1) 

dF/dx 

主観的健康観悪い(Iag1) 0.4761 **ネ
年齢(IagI) -0.0413 * 
年齢2乗(IagI) 0.0003 
70歳以上(IagI) 0.0612 ** 
働いている(IagI) 0.0132 
結婚している(Iag1) 0.0106 
成人子と同居(IagI) 0.0107 
持ち家あり(IagI) -0.0304 

I人当り所得(百万円) (IagI) -0.0114 ** 
低所得(IagI)
8・9年教育(IagI) 0.0241 
10-11年教育(Iag1) 0.0239 
12年以上教育(IagI) -0.0291 
事務販売サーピス(IagI) 0.0237 
マニュアル(Iag1) 0.0721 ** 
自営業(IagI) 0.0707 * 
農林漁業(Iag1) -0.0004 
東北(IagI) -0.0092 
関東 (lagI) ー0.0385
北陸(IagI) ー0.0003
東山(IagI) -0.0405 
東海(Iag1) -0.0625 ** 
近畿(IagI) -0.0409 

中国ClagI) 司0.0011

四国(IagI) 同0.0126

北九州(IagI) ー0.0299
荷九州(IagI) -0.0393 

Number of Observation 873 

Pseudo R' 0.2826 

Log-likelihood -216.9811 

注) *有意水準10%、**有意水準5%、***有意水準1%

が、男性とは異なり所得は主観的健康状態に統計

的有意な効果を示さなかったが、持ち家にすんで

いることは、 10%水準で有意に健康状態が悪い確

率を下げていた。 8-(2)からは、 1人当り所得が低

所得に分類される場合の方が、「健康状態が悪い」

確率を4.5%下げるという、仮説とは反対の結果を

得た。教育年数も女性の健康状態に効果を与えて

いなかったが、最長職が事務販売サービスの場合、

就労経験のない女性に比べ「健康状態が悪い」確

率が5%低かった。 Robertand House (2000) に

あるように、男性に有効な社会経済的属性を表す

指標が女性に適切かどうかという疑問が残る結果

7一(2)

Robust Robust 

Std. Err. dF/dx Std. Err. 

0.0581 0.4849 *** 0.0585 
0.0251 -0.0403 0.0257 
0.0002 0.0003 0.0002 
0.0332 0.0624 ** 0.0339 
0.0168 0.0105 0.0170 
0.0278 0.0073 0.0294 
0.0173 0.0114 0.0175 
0.0284 -0.0319 0.0291 
0.0050 

0.0320 * 0.0180 
0.0229 0.0244 0.0233 

0.0337 0.0220 0.0333 
0.0229 ー0.0300 0.0233 
0.0315 0.0294 0.0327 
0.0372 0.0772 ** 0.0379 
0.0451 0.0766 ** 0.0461 
0.0296 0.0014 0.0306 
0.0377 -0.0091 0.0385 
0.0283 ー0.0392 0.0285 

0.0505 0.0026 0.0527 

0.0256 -0.0395 0.0269 

0.0165 -0.0640 ** 0.0165 
0.0261 -0.0397 0.0270 
0.0393 0.0004 0.0404 

0.0371 -0.0127 0.0376 
0.0279 開0.0304 0.0285 

0.0233 -0.0374 0.0252 

873 

0.2806 

-217.5728 

となった。

6 .まとめ

本稿は、グロスマンの健康資本の概念を用いて、

日本の高齢者について所得、教育年数、職業階層

などの社会経済的属性が医療需要や健康需要に影

響を及ぼしているか、という仮説の実証分析を行

った。

医療需要関数の分析結果から、男女ともに、所

得による外来医療需要の抑制は観察されなかっ

た。日本の医療保険制度では、 70歳未満の若年層



表8 健康需要関数の推定(女性)

8 -(l) 

dF/dx 
主観的健康観悪い(lagl) 0.3597 *** 
年齢 (lagl) -0.0095 
年齢2乗(lag1) 0.0001 
70歳以上 (lag1) -0.0237 
働いている(lagl) 司0.0092
結婚している(lagl) -0.0221 
成人子と同居 (lag1) -0.0206 
持ち家あり(lag1) -0.0507 * 
I人当り所得(百万円) (lag1) 0.0067 
低所得(Iag1)
8・9年教育(Iag1) -0.0282 
10-11年教育(Iagl) -0.0030 
12年以上教育(lag1) -0.0231 
専門管理(lag1) -0.0455 
事務販売サービス(lag1) -0.0519 * 
マニュアル(Iag1) -0.0024 
自営業 (lag1) -0.0066 
農林漁業(Iag1) 0.0000 
東北(lag1) 0.0184 
関東(lag1) -0.0239 
北陸(lag1) 同0.0038
東山(lag1) -0.0634 
東海(lagl) -0.0192 
近畿(lag1) -0.0123 
中国(lagl) ー0.0297
四国(lag1) -0.0818 
北九州(Iagl) -0.0026 
南九州、-1(IagI) 0.0767 
Number of Obs 848 
Pseudo R' 0.1633 
Log-likelihood -283.1584 

注) *有意水準10%、**有意水準5%、***有意水準1%

では、職業や雇用形態によって保険の種別、ひい

ては保険料と自己負担率が異なることから、職業

階層による外来医療需要の相違を分析したが、結

果を見る限り、保険の種別による医療需要の格差

は存在しなかったといえる。最長職が農林漁業で

あった男性が老健移行後により医療需要を高めて

いたことは、自己負担額が安くなったことによる

効果、つまり価格効果が他のグル}プより大きか

ったことによる説明が可能である。しかし、結果

の解釈で注意すべきは、本稿で用いたデータには

医療保険に関する直接的な情報がなく、職業階層
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8 -(2) 

Robust Robust 

Std.Err. dF/dx Std.Err. 

0.0509 0.3586 *** 0.0507 
0.0369 -0.0099 0.0372 
0.0003 0.0001 0.0003 
0.0417 -0.0205 0.0418 
0.0275 -0.0125 0.0267 
0.0235 司0.0138 0.0239 
0.0234 -0.0227 0.0232 
0.0332 司0.0517* 0.0332 
0.0044 

-0.0452 * 0.0234 
0.0282 -0.0311 0.0277 
0.0309 -0.0066 0.0303 
0.0404 -0.0273 0.0382 
0.0393 明0.0433 0.0388 
0.0274 -0.0502 * 0.0273 
0.0372 0.0031 0.0379 
0.0407 ー0.0073 0.0407 
0.0356 0.0055 0.0363 
0.0634 0.0115 0.0593 
0.0467 -0.0282 0.0450 
0.0781 司0.007l 0.0758 
0.0428 開0.0666 0.0393 
0.0549 -0.0216 0.0536 
0.0498 ー0.0142 0.0481 
0.0488 -0.0343 0.0460 
0.0339 -0.0798 0.0346 
0.0540 -0.0084 0.0505 
0.0764 0.0804 0.0765 

848 
0.1664 

国282.1184

は健康の減耗率の要素であると同時に、医療保険

の代理変数となっている点である。医療保険に関

する明示的な情報があるデータの使用が可能にな

れば、職業階層が持つ2つの要素それぞれの医療

需要への効果を識別することが今後の課題であ

る。男d性について行った推定では、医師密度の代

理変数として使用した市郡規模、および地域特性

が外来受診に大きく影響していた。本稿の主旨と

は異なるが、居住地域による医療需要の格差は今

後の分析の大きなテーマとなろう。

女性について行った分析からは、所得、教育年
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数は、外来医療需要に影響を持たないことが明ら

かになった。その一方で、現在の婚姻状態が外来

受診回数に大きく影響していたことは、婚姻状態

が女性の社会経済的な状況を代理している可能性

も高く、等価所得のみならず、婚姻状態の経済的

な側面を考慮した分析が今後の課題として考えら

れる。固定効果モデルの結果から、最長職が農林

漁業である女性が老健移行後に外来受診回数を増

加させていたことが明らかになったが、これは、

健康投資における機会費用の影響を示唆するもの

と解釈できるだろう。医療サービスの価格(自己

負担率)が同じ場合は、機会費用の高い就労者が

受療を控えると考えられる。また、女性が家庭内

労働に加え職業を持つ場合は、男性よりも時間的

制約が強くなると考えられる。現在の若年医療保

険では自己負担率が一律3割に統ーされたが、こ

のような場合就労する女性と専業主婦の間で医療

サービス需要に相違が生じる可能性が考えられ

る。本多・大日 (2003)お)が指摘しているように、

名目の自己負担率を統一することが医療サーピス

に関する費用の公平化と必ずしも結びつかないこ

とについての議論が必要であろう。

PAMを用い、前期の健康状態を今期の健康状

態の説明変数の1っとしたが、社会経済的属性と

健康状態の関係について男性では先行研究と整合

性の高い結果が得られた。つまり、前期の健康状

態をコントロールしでも、所得が高いほど主観的

健康が悪いと答える確率が低く、所得が中央値以

下の低所得層では健康状態が悪いと答える確率が

高かった。職業階層による健康水準の相違では、

マニュアル職、自営業で主観的健康状態が悪かっ

た。先にも述べたように職業階層が若年時の医療

保険の代理変数となっている可能性が高く、解釈

に留意が必要であるが、この結果は、マニュアル

職、自営業に従事する者で健康資本の減耗率が高

く、健康投資の費用が高くなることに一因が求め

られよう。教育年数の健康状態への直接的な効果

が観察されなかったことは、外来受診以外の健康

投資の量が、教育年数よりもむしろ所得の影響を

多く受けていたことが原因ではないかと考えられ

る。低所得、マニュアル職、自営業の男性の健康

水準が低いことは、健康投資モデルによってうま

く説明できる。彼らの健康水準を引き上げるため

には、総健康投資の費用を下げることが必要とな

ろう。本稿の分析対象は個人であり、得られた結

果から社会全体の厚生を議論することはできない

が、医療需要や健康の格差について需要者サイド

からの政策提言を述べるのであれば、社会経済的

属性によって健康投資の費用が高くなるグループ

に対し、機会費用をも含めた総健康投資(健康増

進行動)の費用を相対的に安くすることが有効な

施策の一つであろう。

本稿では、使用可能なデ}タが1987年から 1993

年に限られることから当時の老健の効果を分析し

た。当時、 70歳以上の高齢者の医療給付は原則10

割であり、患者は月当たりの僅かな一部負担を支

払うにとどまっていた。しかし、 2008年9月現在、

70歳から74歳の前期高齢者の自己負担率は2割と

なっている。さらに、低所得によって保険料の支

払い能力がないことで、無保険に陥った場合、医療

サービス受診の費用は膨大となる。今後の分析で

は、所得階層によって医療需要に差が生じている

かどうかがより大きな焦点となると考えられる。

各種調査などで、「経済的な理由で必要があるに

も関わらず受診しなかったか」と高齢者に直接問

うことも求められよう。本研究のデータからは、

所得による医療需要の格差が観察されなかったに

も関わらず、所得による健康格差が確認された。

今後医療需要に格差が生じれば、健康の格差はこ

れ以上に拡大する可能性がある。その検証は今後

の最も重要な課題である。
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j主
1 欧米を中心とする先行研究ではSocio-economic

Status (SES:社会経済的地位)という用語が共通

して用いられているが、「地位」が身分や立場を指

す用語であるため、本稿では「社会経済的属性」

という用語に統ーして用いる。

2 近藤 (2005)制は、 15自治体の高齢者約3.2万人

を対象に行った調査から、所得や教育年数の違い

が抑うつ、転倒、閉じこもりなどの要介護因子に

関連していることを確認し、日本を「健康格差社

会」と称している。

3 Mills & Bhandari (2003) z7lは、 18歳から64歳ま

での人口中、 19.5%が無保険であると報告している。

4 遠藤・駒村 (1999)28)は、公的医療保険の、所得

格差による医療需要の不平等の改善の程度を実証

分析した先駆的な研究であり、そこでは、医療ア

クセスの改善効果を「公的医療保険の所得再分配

効果」という視点で、捉え、高齢者ほど公的医療保

険による改善効果が大きくなることが示されてい

る。また本多・大日 (2003)はコンセントレーシ
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ョン指標を用いて医療需要の公平性を測っている。

5 老人保健制度は 1973年、老人福祉法に基づき

「老人医療費支給制度」が設立され、 70歳以上の老

人医療費が無料となったことに始まる。この制度

は、当時、年金制度が未整備のなか、労働所得の

減少に伴う低収入のリスクと、有病率の上昇・疾

病の重症化というリスクを同時に抱える高齢者が、

費用を理由に受療を敬遠することなく、健康の保

持を図れるよう保障することを目的とした。 1983

年、制度は「老人保健法」に再編成されたが、そ

こでも、高齢者の受診は大幅な負担軽減によって

平等に確保され、 2002年度に定率自己負担制度が

導入されるまでは、月単位の定額一部負担金制度

が維持されてきた。

6 ここでいう「費用」とは資本の使用者費用のこと

を指す。つまり、 t期の健康資本の費用=t期の健康

資本の使用×健康投資の価格である。資本の使用

は年齢と使用の集中度に依存し、健康投資の価格

には当然機会費用も含まれる (Muurinenand Le 

Grand， 1985)国)。

7 Wagstaff (1993)のモデルではH九=sXt+Utと

してt期の特性でHちを説明するが、本稿で、はSalas

(2002)叫の例にならい、先決変数であるXt.1を用い

る。

8 職業を減耗率に影響する要素と見る根拠について

Muurinen and Le Grand (1985)は次のように論じ

ている。個人は健康資本、人的資本(教育)、金銭

的な資本の3つの資本を持っており、人的資本が低

い場合などは健康資本を集中的に使用することで

所得を得る。健康資本の集中的な利用は高い減耗

率に結びつき、結果として健康資本の費用を引き

上げる。またCaseand Deaton (2003) 3))は、マニ

ュアル職の健康資本の減耗率が高いことを実証分

析で確認している。

9 使用可能なデータがwave3までに限られている

ことからwave4までの期間に死亡した個人を特定

することができないが、本人の入院などによって

代理調査が行われることを考慮すると、「本人調査」

を完了した個人を取り出すことでその目的に沿う

ことができたと考える。

10 健康需要関数の推定に関しては、フルサンプルに

よる結果を附表として提示した。

11 各種製造・建設・工事作業者および採掘作業者が
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「マニュアル」に含まれている。

12 社会経済的属性による慢性疾患の擢患率の違いに

ついて、石田 (2006) と同様の分析を試みたが、

絶対的な擢患率が低い上に、サンプルサイズが小

さいことから、統計的に意味のある結果を得るこ

とができなかった。そこで慢性疾患の有無は、医

療サ}ピス需要を分析する際のコントロール変数

とするにとどめた。

13 医療需要に影響を及ぼす要素として「医療機関へ

の物理的なアクセスJが考えられる。この要素の

代理変数として『医師・歯科医師・薬剤師調査』

から居住地域ごとの医師密度一具体的には人口10

万人当り医師数を求め説明変数として推定式に組

み入れたが、居住地の区分が東北・関東などと広

域であるため実質的なアクセスをうまく代理せず

「医師密度」はどのモデルにおいても統計的に有意

な効果を示さなかった。そこで居住地区の市郡規

模を医療機関へのアクセスの代理変数として用い

た。

14 分析にはSTATA9のコマンド xtnbregを用い

た。

15 Rivers and Vuong (1988)では回帰分析の残差

を用いた内生性の検定のProbitmodelへの応用を示

している。
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附表 1 医療保険制度 (1989年 12月時点)

加入者数 医療給付
対象被保険者 保険者

(万人) 医療給付率。 高額療養費

政府管掌 主として中小企業
国 3，466 

健康 健康保険 の被用者 本人 9割
保険 組合管掌 主として大企業の

健康保険組合 3.109 
家族 自己負担額が月健康保険 被用者

船員保険 船員 国 47 入院 8割 5万7千円(低

所得者3万I千8外来 7割国家公務員・
共済組合 1.209 百円)を超えた共済組合

地方公務員等
場合は、超過分

農林漁業者・ 市町村又は
7割 を保険より払い

自営業者等 組合 戻す2)

国民健康保険 4，461 本人 8割
被用者保険の

市町村 家族入院8割
退職者

外来7割

10割
70歳以上の者

一部負担3)

65歳以上で寝たき (実施主体)
924 外来月 800円老人保健

り等の状態にある 市町村長
入院1日400円(低所得者について

者
は2ヶ月を限度として1日300円)

よーー

出所:厚生白書平成元年版

1)医療給付率とは、保険者より給付される医療費の割合で、自己負担率は (10割一医療給付率)となることに注意さ

れたい。

2) 1991年5月より、自己負担額上限が6万円(低所得者は3万3千6百円)と改定された。

3) 1992年1月より、外来1月900円、入院18600円(低所得者については据え置き)に改定された。

附表2 大規模調査のサンプル分布

全体 男性 女性

60歳以上 男性比率 0.418 

1985年
70歳以上 0.463 0.444 0.477 

働いている 0.331 0.494 0.215 
国勢調査

結婚している 0.852 0.459 

全体 持家あり 0.705 

65歳以上 通院あり 0.542 0.586 

1986年
70歳以上 通院あり 0.577 0.614 

国民生活基礎調査
65歳以上 主観的健康悪い 0.232 0.260 

70歳以上 主観的健康悪い 0.255 0.281 
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附表3-1 健康需要関数の推定(男性フルサンプル)
AP3 1 (1) AP3 1 (2) 

Robust Robust 
dF/dx Std. Err. dF/dx Std. Err. 

主観的健康観悪い(Iag1) 0.4263 *** 0.0504 0.4371 *** 0.0506 
年齢(Jag1) 国0.0153 0.0258 ー0.0146 0.0266 
年齢2乗(lag1) 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 
70歳以上(lag1) 0.0341 0.0338 0.0338 0.0345 
信bいている(lag1) 0.0030 0.0172 ー0.0029 0.0176 
結婚している(Jag1) 0.0416 0.0216 0.0407 0.0229 
成人子と同居(Jag1) 0.0198 0.0174 0.0195 0.0177 

持ち家あり (l(a百gl万) ー0.0190 0.0264 -0.0223 0.0272 
1人当り所得 円) (Jag1) -0.0150キ** 0.0052 
低所得(Jag1) 0.0345 *端 0.0180 

8-9年教育 (la(g1aIg)I ー0.0125 0.0225 ー0.0152 0.0230 
10-11年教育 ) 0.0087 0.0290 0.0053 0.0289 
12年以上教育(Iag1) ー0.0205 0.0255 -0.0240 0.0257 
事務販売サ ピス(lag1) ー0.0003 0.0276 0.0059 0.0290 
マニ ュ ア ル (]ag1) 0.0602 ** 0.0322 0.0672 ** 0.0329 
自営業(Jag1) 0.0439 0.0376 0.0500 0.0385 
農林漁業(Iag1) -0.0031 0.0288 0.0002 0.0299 
東北(Jag1) ー0.0397 0.0283 -0.0389 0.0298 
関東(JagI) ー0.0521 0.0274 -0.0530 0.0279 
北陸(JagI) ー0.0227 0.0387 -0.0217 0.0402 
東山(JagI) 0.0578 * 0.0213 -0.0572 * 0.0229 
東海(Jag1)

同0.0763*** 0.0169 -0.0780 *** 0.0174 
近畿 (lag1) ー0.0612** 0.0230 -0.0609 * 0.0239 
中国(Iag1) -0.0465 0.0251 -0.0454 0.0265 
四国(Jag1) 0.0017 0.0430 0.0069 0.0461 
ヰじ:fLナli (Iag1) -0.0541 * 0.0224 ー0.0547 0.0237 
南九州(Jag1) -0.0431 0.0258 ー0.0395 0.0287 
Number of Obs 1095 1095 
Pseudo R' 0.2397 0.2347 
Log-likelihood -301.8228 自303.8051

注) *有意水準10%、**有意水準5%、***有意水準1%

附表 3-2 健康需要関数の推定(女性フルサンプル)
AP3-1ー(I) AP3-1ー (2)

Robust Robust 
dF/dx Std. Err dF/dx Std. Err. 

主観的健康観悪い (lag1) 0.3734 *** 0.0458 0.3746 *** 0.0459 
年齢(IagI) 0.0043 0.0322 0.0039 0.0323 
年齢2乗(lag1) 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 

70歳以上(Iるa(glaI(g)la I 
-0.0175 0.0384 -0.0153 0.0385 

働いている ) -0.0217 0.0234 ー0.0242 0.0230 
結婚してい g1) ー0.0264 0.0215 ー0.0209 0.0216 
成人子と同居(Jag1) ー0.0217 0.0208 ー0.0225 0.0207 
持ち家あり(Jag1) ー0.0574キ* 0.0293 ー0.0568*キ 0.0292 
1人当り所得(百万円)(lagI) 0.0061 0.0040 
低所得(Iag1) 司0.0354事 0.0209 
8-9年教育(Iag1) 同0.0102 0.0260 -0.0121 0.0257 
10-11年教育(JagI) ー0.0108 0.0274 -0.0138 0.0271 
12年以上教育 (]ag1) ー0.0395 0.0341 ー0.0423 0.0327 

専門管理サ(1ーagビ1)ス ー0.0285 0.0428 0.0276 0.0427 
事務販売 (Iag1) ー0.0429 0.0252 ー0.0432 0.0251 
マニュアル(Iag1) -0.0335 0.0290 -0.0321 0.0291 
自営業(Jag1) -0.0199 0.0336 -0.0209 0.0334 
農林漁業(IagI) -0.0085 0.0318 ー0.0069 0.0319 

東北 (lagI1)) 0.0616 0.0681 0.0552 0.0651 
関東(Iag ー0.0092 0.0459 -0.0123 0.0448 
北陸(JagI) 0.0019 0.0703 0.0017 0.0697 
東山(IagI) -0.0297 0.0589 -0.0348 0.0552 
東海(JagI) -0.0145 0.0527 -0.0159 0.0519 
近畿(JagI) 0.0114 0.0528 0.0102 0.0518 
中国(Jag1) 0.0115 0.0582 0.0073 0.0561 

四国 (la(glaI) 旬0.0111 0.0694 ー0.0108 0.0687 
;lt:fLナIi (IagI) 0.0046 0.0527 0.0001 0.0502 
南九州(Iagl) 0.0937 0.0762 0.0941 0.0757 
Number of Obs 1043 1043 
Pseudo R' 0.1618 0.1634 
Log-likelihood -349.4208 -348.7531 

注) *有意水準10%、**有意水準5%、***有意水準1%
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Econometric Analysis of Disparities in Health 

among Japanese Elderly 

-With an Emphasis on the E宜ectsof the Elderly Health Care System -

Mari Kan * 

Abstract 

This paper investigates whether there are disparities in health care demand and in health per se by 

socioeconomic status (SES) among the elderly in ]apan using Grossman's health investment framework. My 

research gives special attention to the effect of becoming eligible for the Elderly Health Care System (EHCS)， since 

this system offers medical services with a negligible co-payment after turning to 70 years old. A positive relationship 

between SES and health has been consistently observed around the world. This relationship had not drawn much 

attention in Japan， probably because a universal health insurance system was established in 1961， and/or there was 

a myth that Japanese society was so equal. My research focuses on the effects of personal income， educational 

attainment， and occupation. The results， which are based on the National Survey of the Japanese Elderly (NSJE)， 

show that income does not have an e妊ecton frequency of physician visits for men or women. Men wi也 longer

formal education visit physicians more often， although education do回 nothave any effects among women. It can be 

said that there is no suppressed demand due to the type of health insurance because we do not see disparities in 

health care use across occupational groups. As for the effects of EHCS， it is found that those engaged in farming 

when they were younger increase the企equencyof physician visits after they become eligible for the EHCS. Despite 

the fact that income does not influence the demand for health care， it heavily influences men' s health. In line with 

previous studies， the wealthier the healthier. Men engaged in manual work or self-employed for a long time are 

more likely to report poor health. This also agrees with previous research results. Among the Japanese elderly， 

education does not have a direct influence on their health. 

[key wordsJ Grossman' s model， health capital， socioeconomic status， health care demand， elderly health care 

system， health disp訂 ities

* Research Associate， Institute of Social Science， University of Tokyo 
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with the various dimensions of health economics and health care policy. 

2. The main types of articles accepted for publication are as follows 
1) Research Papers: These are to be articles presenting detailed original empirical and/or theoretical research and 

providing a clear statement and explanation of the objectives， method and result of the research in question. 
2) Research Notes: These comprise concise notes on original research of a small scale or articles containing new 

views and opinions of academic value that do not reach the standard for research papers proper. 
3) Research Reports: These will include reports on particular data， surveys， experiments and other like matters， in 

addition to reports on improvements in research methodologies that provide information of use for future 
research activities. 

4) Other articles that are approved by the Editorial Committee may be published. 

3. Authors are subject to no restrictions as to th巴irareas of research interest and expertise. There is no requirement 
for authors to have membership of the Institute for Health Economics and Policy and/or Japan Health Economics 
Association. 

4. Authors should email the main text of articles together with figures/tables and abstract， and should in addition 
send a hard copy of the articles through regular mail. Submitted articles will not be returned. Authors may 
express a preference as to whether their articles are to be published as a research pap 

Effective on and from 31 March 2008 
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Articles are to be submitted in the format of an A4-size Microsoft Word document file with 36 lines per page. As 
referee reading will be conducted anonymously， the following four items should be included on the cover page 
(first page)， while the main text should appear from the body page (second page) onward and acknowledgements 
should not be included from that page onward. (1) The title of articles， the name， title and institutional a妊iliation
of authors， acknowledgements， and the date of submission must be entered clearly on the cover page. (2) The 
name， title， institutional affiliation， address， telephone number， fax number and email address of authors should also 
be provided separately for contact purposes. (3) In the case of co引 lthoredarticles， the email address of all the 
authors concerned must be supplied in full. (4) Where articles are based on research that has been supported by 
grants， fellowships or other such funding， authors are to give the name of the awarding institutions or 
organizations concerned， the year of the award and all other relevant information in their acknowledgements. 

2. Articles in Japanese should be no longer than 12 pages， with 40 characters per line. Articles in English should be 
no longer than 6，000 words， excluding the cover-page， figures/tables and abstract. 

3. An abstract of about 1，000 characters in Japanese or about 400 words (double-spaced) in English should be 
prepared and attached to the article. 
Up to 10 Japanese and 10 Eng1ish keywords are to be selected for article searches and 1isted at the end of the 
abstract. Keywords in English should as a rule be in lower case letters. 

4. Endno悦te白s(ωe.g.，'Not臼e1') should be placed tog巴t也he釘ra拭tthe end of the main t旬巴X泣toぱ，fthe article in numerical order. 

5. Bibliographical references should be numbered by superscript next to the citations in the main text of articles， and 
the full references should be listed at the end of the main text in numerical order with all numbers clearly 
indicated. Up to three authors for individual works may be listed in bibliographic-al references， but for works with 
four or more authors the name of the五rstauthor only should be given and followed by'et al.¥ 
The following specimen examples are to be taken as standard for contributing authors: 

Journal articles: 

1) Wazana， A. Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift? Journal of American 

7. Roman and Arabic numerals and letters used for outlines should as a rule 
be set out in the order as follows: 1. (1) a). 
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the .Japan Health Economics Association (.JHEA) 

1 .自時

2008年7月19日(土)9:30-16:40 

2 .会場

京都大学 百周年時計台記念館(百周年記念ホ}ル、国際交流ホール)

干 606・8501 京都市左京区吉田本町

3園大会会長

西村周三(京都大学大学院経済学研究科)

4 .フロクラム委員

プログラム委員長

遠藤久夫(学習院大学経済学部)

プログラム委員

井伊雅子(一橋大学国際・公共政策大学院)

泉田 信行(国立社会保障・人口問題研究所)

今中 雄一(京都大学大学院医学研究科医療経済学分野)

柿原浩明(立命館大学経済学部)

橋本英樹(東京大学大学院公共健康医学専攻)

福田 敬(医療経済研究機構、東京大学大学院公共健康医学専攻)

安川 文朗(熊本大学法学部)

5 .医療経済学会ホームページアドレス

http://www.ihep.jp/jhea/index.html 
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医療経済学会第3圏研究大会

プログラム [A会場:国際交流ホール 2階]

.一般演題 9:30~ 11:30 • 座長慶慮義塾大学医学部池上直己

A-1 介護者にとって満足度の高いケアプランは、在宅要介護高齢者への虐待を抑制するか 7

A-2 都道府県別にみた介護費の動向

富山大学経済学部両角 良子

(指定討論者)国立社会保障人口問題研究所 泉田 信行

近畿リハビリテーション学院 徳永 敬助

(指定討論者)国立社会保障人口問題研究所 泉田 信行

A-3 グループホームにおける看取りに医療・看護との連携は有効か?

岡山大学大学院社会文化科学研究科 岸田 研作

(指定討論者)慶慮義塾大学医学部 池上 直己

A-4 介護負担感の構造分析

高知工科大学大学院植本琴美

(指定討論者)岡山大学大学院社会文化科学研究科 岸田 研作

φ 一般演題 14:00~16:30. 座長東京大学大学院公共健康医学専攻 福田 敬

A-5 生活習慣病の医療費削減についての実証研究:国保レセプトデータに基づくパネル分析

兵庫県立大学大学院 明松祐司

(指定討論者)東京大学大学院公共健康医学専攻 福岡 敬

A-6 小児う蝕の予防施策と医療費助成の地域差から見る歯科医療の受診動向

日本大学歯学部医療人間科学教室 尾崎 哲則

(指定討論者)東京大学大学院公共健康医学専攻 橋本 英樹

A-7 特定健康診査等実施計画に関する行政経営システムの構築

高知工科大学大学院工学研究科 刈谷 剛

(指定討論者)国民健康保険中央会 般橋 光俊

A-8 The Effects of Sociodemographic Characteristics on Smoking Participation 

among Japanese Men and Women 

法政大学大学院経済学研究科/独立行政法人労働政策研究・研修機構 花岡 智恵

(指定討論者)甲南大学経済学部 後藤 励

A・9 生活習慣病リスクと医療費の関連要因分析

(財)医療経済研究機構 満武 巨裕

(指定討論者)慶慮義塾大学大学院経営管理研究科 田中 滋
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プログラム [B会場:国際交流ホ}ル 2階]

φ一般演題 9:30--11:30. 座長京都大学大学院医学研究科 今中 雄一

8-1 施設入院医療から地域医療への展開過程における病院の事業部門別ポートフォリオ分析の一考察

大阪市立大学大学院創造都市研究科 今回 彰

(指定討論者)熊本大学法学部 安川 文朗

8-2 DPCの導入が医療機関に与える効果の検証

明治大学情報コミュニケ}ション学部 塚原 康博

(指定討論者)京都大学大学院医学研究科 今中 雄一

8-3 釜石市民病院の統廃合に至る経過を通して浮力、び、上がった経営の問題と解決の提言

(病院廃院の財務的病理解剖)

金沢医科大学呼吸器内科 高橋 昌克

(指定討論者)東京女子医科大学病院管理学 上塚 芳郎

B・4 院内医療安全システムの維持・確保に向けた予防・評価コストの関連要因

φ一般演題 14:00--16:30φ 

京都大学大学院医学研究科 福田 治久

(指定討論者)熊本大学法学部 安川 文朗

座長東京大学大学院医学系研究科 小林廉毅

8-5 Risk-adjusted increases in medical resource utilization associated with healthcare-acquired 

infections in gastrectomy patients 

8-6 高血圧治療の検証について

京都大学大学院医学研究科 Jason Lee 

(指定討論者)東京医科歯科大学大学院医療経済学 川淵 孝一

東海大学医学部基礎医学系 大櫛 陽一

(指定討論者)立命館大学経済学部 柿原 浩明

8-7 Do higher malpractice pressure deter medical errors? 

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 飯塚 敏晃

(指定討論者)学習院大学経済学部経済学科 鈴木 旦

8-8 パネル・データを用いた自治体病院の効率性推定に関する研究

国際医療福祉大学河口 洋行

(指定討論者)学習院大学経済学部経済学科 鈴木 旦

8-9 医療提供基盤の外部効果評価 ーヘドニックアプローチによる分析一

国立保健医療科学院経営科学部 菅原 琢磨

(指定討論者)東京大学大学院公共健康医学専攻 橋本 英樹
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プログラム [C会場:国際交流ホ}ル 2階}

.一般演題 9:30-11:30 • 座長立命館大学経済学部柿原 浩明

C-1 受療行動の意思決定過程に影響を浸ぼす情報因子についての前方視的検討

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 人木麻衣子

(指定討論者)一ツ橋大学国際・公共政策大学院 井伊 雅子

C♂ 医師労働市場に関する考察 r医師の分布は制御可能か」

京都大学大学院医学研究科医療経済学教室 佐々木弘真

(指定討論者)日本福祉大学社会福祉学部 二木 立

C-3 When and when not generic drugs are prescribed? 

C-4 医師の就業場所の選択要因に関する研究

.一般演題 14:00--16:30 • 

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 飯塚 敏晃

(指定討論者)学習院大学経済学部 遠藤 久夫

(財)医療経済研究機構佐野洋史

(指定討論者)甲南大学経済学部後藤 励

座長学習院大学経済学部遠藤久夫

C-5 Voluntary and Not 80 Voluntary Provision of Hospital Uncompensated Care 

横浜市立大学国際総合科学部 中村さやか

(指定討論者)国立社会保障・人口問題研究所 野口 晴子

C-6 わが国の医療法人の創設から現在まで -HSRIを視野に入れて一

日本福祉大学大学院犬飼 直人

(指定討論者)慶慮義塾大学大学院経営管理研究科 田中 滋

C-7 二次医療圏の老人医療と社会経済因子との関係

京都大学大学院医学研究科 後藤 d悦

(指定討論者)国立社会保障人口問題研究所 府川 哲夫

C-8 わが国の国民健康保険の保険料滞納者に関する研究 一米国の無保険者との比較一

横浜市立大学大学院藤田 峰子

(指定討論者)京都大学大学院経済学研究科 西村 周三

C-9 埼玉県における病院経営主体と医療・介護複合体

東北大学大学院経済学研究科 大野 博

(指定討論者)日本福祉大学社会福祉学部 二木 主L
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プログラム [D会場:百周年記念ホール l階]

。一般演題 9:30~ 1l:30 • 座長国際医療福祉大学大学院池田 俊也

0-1 混合診療の先進国 一 オーストラリアの医療

University of New South Wales 丸山士行

(指定討論者)学習院大学経済学部 遠藤 久夫

0-2 Health Utilities Index Mark mを用いた要介護度別の健康効用値の評価

新潟医療福祉大学医療技術学部 能登 真一

(指定討論者)国際医療福祉大学大学院 池田 俊也

0-3 入院医療サービスの垂直的公平性と負担金の財政調整

近畿大学経済学部熊谷成将

(指定討論者)法政大学大学院エイジング総合研究所 小椋 正立

0-4 産業連関分析を用いた医療の経済波及効果の推計

京都大学大学院医学研究科 山田 剛

(指定討論者)明治大学情報コミュニケーション学部 塚原 康博
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プログラム [D会場:百周年記念ホール 1階]

O総会 12:30~ 12:50く〉

O基調講演 12:50~ 13:50 0 司会京都大学大学院経済学研究科 西村 周三

「国際保健と人間の安全保障 一人間中心の国際保健医療協力を目指して-J
大阪大学大学院人間科学研究科教授 中村 安秀

O 日韓ジョイントミーティング 14:00~16:40 0 

PARTI [DPC (DRG)] 座長一橋大学国際・公共政策大学院 井伊雅子

座長 Korean Health Industry Development Institute Changjin Suh 

JM-1 (日本) foPCの導入前後の入院診療におけるケアの質と医療資源消費の比較」

京都大学大学院医学研究科 関本 美穂

JM-2 (韓国) fEvaluation on the Korean ORG payment systein and new proposals for reformJ 

PARTII [LTC] 

JM-3 (日本)f介護保険の変革と介護負担J

Korean Institute of Health and Social Affairs Byongho Tchoe 

座長法政大学大学院エイジング総合研究所 小椋 正立

座長 Hanyang University Jin Sakong 

熊本大学法学部安川文朗

JM-4 (韓国) flntroduction of Long-term Care Insurance in Korea: 

Key Issues and Future ChallengesJ 

Seoul National University Soonman K won 
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2009年1月吉日

会員各位

医療経済学会 第4回研究大会

研究大会長池上直己

「塵療経済学会第4回研究大会」のご案内

(第一報)

拝啓 会員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び、申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しよげます。

さて、医療経済学会主催、第4回研究大会 (2009年度)を次の要領で開催する運びとなりました。つきましては、

ご多忙中のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご参加頂きたくご案内申し上げます。

敬具

オ巳
--E
ロ

I. 研究大会

期日:2009年7月18日(土)10 : 00 -18 : 00 (予定)

[予備日:7月19日(日)2009年1月頃確定見込]

会場:慶膳義塾大学病院東京都新宿区信濃町35

参加費:会員 5，000円、学生会員 1，000円、非会員 10，000円

ll.総会

研究大会当日、総会を開催致します。

m. 一般演題募集要項

.一般演題の公募について

本大会は、報告希望者の報告申し込みの中から採択された一般報告(口頭またはポスター)、プログラム委

員会が依頼する特別報告・招待報告から構成されます。本研究大会では、医療経済学に関する幅広い分野を

対象とします。なお、演題の採否決定および形式については、プログラム委員会にご一任ください。

-申込資格

O一般報告の演者は医療経済学会の会員に限定(会員でない申込者は別途会員登録をお願い致します)

.5寅題募集期間

募集開始:2008年11月中旬

報告要旨申し込み締切:2009年2月20日(金)

採否公表:2009年4月上旬

参考:採用された方のみ、 PowerPointの提出:7月3日(金)

完成報告論文提出:2009年5月29日(金)

(採用論文は、指定討論者へ事前送付致しますので、上記期限までに完成論文として事務局へご提出をお

願い致します)
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-申込方法

一般報告の報告希望者は、医療経済学会ホームページより別紙の一般報告申込書に必要事項を記入の上、下

記の要領にて記載した日本語による報告要旨(構造化抄録ーフォーマット 添付参照)とともに、 E-mailに

てお申し込みください。

(報告要旨)

O総文字数(報告者・所属・演題名・抄録本文の合計)

図表なしA4版Word1枚、 l行40字x36行:全角1440文字

(図表を添付する場合は1枚のみ可。その場合は、 1行40字x30行:全角1200文字)

O完成論文は指定討論者が事前に十分に発表予定の論文内容について把握し、討論準備ができるように作

成してください。

Oホ。スターの詳細については、追ってご案内します。

(応募上の留意点)

O報告は、口頭またはポスターを選択することができます。

O報告は 1人 1演題までですが、共同演者として複数の演題の登録が可能です。

O一般報告(口頭またはポスター)の演者は、指定討論者による討議を予定しておりますので、申込の際

に、必ず 2名の希望討論者をご記入下さい。なお、指定討論者の決定はプログラム委員会が行いますの

で、ご了解ください。

O指定討論者は学会会員が望ましいのでご留意ください。

(学会が配布している学会名簿をご参照の上、ご検討下さい。)

O 演者および共同演者全員が大学院に在籍する場合、教員 1人の推薦を必要とします。

O掲載済論文は対象外とします。

.プログラム委員<プログラム委員会メンバー表>

大会長 慶膳義塾大学医学部教授

プログラム委員長 法政大学経済学部教授

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員
」 一 一

国立社会保障・人口問題研究所 室長

国立保健医療科学院経営科学部 室長

国立社会保障・人口問題研究所 室長

東京大学大学院公共健康医学専攻教授

医療経済研究機構研究部長
東京大学大学院公共健康医学専攻准教授

熊 本大学法学部教授

慶麿義塾大学医学部専任講師

お問い合わせ先

干 105-0003

東京都港区西新橋1・5-11 第11東洋海事ピル 2F

財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構内
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医療経済学会入会申込書

[学会設立の趣旨]

医療経済学の研究者を広く糾合し、医療経済研究の活性化を図るべく、 「医療経済学会」を設立

する。この学会が医療経済学の研究成果の発表の場として、広く研究者が交流する場となることで、

その学問的成果に基づく政策や医療現場での実践が行われ、ひいては質の高い効率的な医療が提供

されることを期待する。

年 月 日申込

入会希望の方は下記様式に記入の上、事務局までメール、 FAXまたは郵送して下さい。なお、入会に

際しては、医療経済学会の会員 1名の推薦を得た上で、理事会にて承認を得ることになります。
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*入会申込書に記載いただいた個人情報は、当学会のご案内・ご連絡にのみ使用致します。

*学生会員を希望される方は、学生証コピーの添付をお願い致します。

[今後の活動]

研究大会の開催(毎年 7月開催)

学会誌「医療経済研究」の発行など

[学会年会費]

普通会員:年10，000円、 学生会員:年5，000円

[入会の申し込みおよびお間合せは下記へ]

医療経済研究機構内 医療経済学会事務局

TEL03-3506-8529 FAX 03・3506-8528
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