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　近年の日本における医療経済学の論文は、マイクロデータによる分析が急増している。この背景には、
かつては利用可能でなかったデータの入手が、次第に容易になってきたということがある。アメリカで
は、医学研究だけでなく、医療経済の分野でさえ、RCT（ランダム化比較試験）によるデータの必要性
が叫ばれる時代にあって、こういったデータの質の向上に努力することの重要性は、いくら強調してもし
すぎることはない。
　そういう意味で、良質なデータの入手の努力には敬意を払いたいが、あまりにデータの質にこだわるあ
まり、理論的な分析が減少していることを寂しく感じている。たとえば、医療・介護関連の価格の理論的
な妥当性についての分析がもっと増えてもよい。いわゆる産業組織論的アプローチにもっと注目してよ
い。
　一部の発展途上国を除く多くの国々で、軒並み経済状況が悪化し、しかもそれが長期に継続するにつ
れ、総額としての医療費の適正規模が早晩、深刻な議論となると思われる。
　そしてこれを分析するために重要なのは、医療や介護という最終的な産出の価格（報酬体系）や要素価
格の妥当性である。経済学者は、ものやサービスの価格は需要と供給によって決定されるべきだと考える
が、経済学者以外は、需給以外の、公正性といった別の要因を重視しがちである。しかしこのどちらに偏
った評価も正しいとはいえない。
　日本のように、診療報酬や介護報酬を公定するところでは、その妥当性を判断するには、需給バランス
の側面と、その公正性との両面のバランスを考慮して、判断する必要がある。たとえば、ある専門科の医
師の所得が、倫理的、社会通念上、妥当かどうかを判断することと、専門科ごとの需給の差異によって判
断することとの両面の視点が必要なのである。
　さらに近年は、価格の機能を新たな視点から見ることも重要になっている。一般の経済学者は、あまり
にも「一物一価」にこだわりすぎる傾向があるが、通信サービス（たとえば携帯料金）の料金体系は、い
まや一物一価とはほど遠い設定がなされている。これ以外のサービスの価格設定にも、多くの工夫が増え
ている。（詳しくはマーケティング論参照。）
　これらを参考にして、医薬品や医療機器の価格付けを再考することが望ましい。DPCの機能もこうい
う観点から分析すべきであろう。さらには医師、看護師、薬剤師をはじめとする、各種人件費について
も、他の分野のさまざまな価格付けから学ぶことが多いはずである。例を挙げると、残業手当や夜勤手当
を時間帯や共に勤務する人びとの存在の有無によって可変的にすることは、IT化時代には決して困難で

巻頭言

医療経済における「価格」の機能

国立社会保障・人口問題研究所所長

　西村　周三
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はない。
　やや突飛な話だが、薬剤の価格についても、一種の成功報酬的な側面を導入することも考慮に値する。
効いたら高い価格を償還し、効かなかったら薬価を引き下げるという思想を導入してもよい。
　国情が異なるので、一概に他国の経験を模倣することが妥当とは言えないが、国際的な視点での価格設
定に関する工夫も、医療経済学の課題の一つと位置づけたい。



１．はじめに

　臨床研修制度とは、医学部を卒業した医師達が 
医師として独り立ちする前に病院で実地研修をす
る仕組みのことである。これは世界各国で広く実
施されている制度で、日本でも2004 年度から必
修の臨床研修制度が発足し、医学部卒業生に２年
間の研修が義務付けられた。この臨床研修制度の
導入に合わせて、どの研修医がどの病院で研修を
するかの組み合わせ（マッチング）を明確なルー

特別寄稿

マッチング理論とその応用：
研修医の「地域偏在」とその解決策

鎌田　雄一郎＊１　小島　武仁＊２　和光　純＊３

ルに従って決める「研修医マッチング」という制
度が新たに採用され、2003年秋に初回研修医マッ
チングが実施された。研修医マッチングとは、病
院側および医師側双方にどの相手とマッチしたい
かの希望順位表を提出させ、それをもとに誰をど
こにマッチさせるかを決定する手続きである。
2003年の初回実施時に採用されたメカニズムはア
メリカの研修医マッチングで使われているルール 
に近いものであり、よく病院医師双方の希望を反
映する一方、地方病院での慢性的医師不足を助長
するとの批判も根強かった。これを受け厚生労働
省は見直しを行い、2009 年の研修医マッチング
からは、都道府県別定員を設けて研修医マッチン
グを行うという新しいメカニズムに変更すること
を決定した。  

抄　　録

　日本の新医師臨床研修制度は2004 年度から必修化され、同時に、研修医がどの病院で研修するかの組み合わせ（マッチ
ング）を明確なルールに従って決める研修医マッチング制度が導入された。この研修医マッチング制度は医師・病院双方
の希望をよく反映する一方、地方病院での医師不足を助長するとの批判から見直され、2009 年からは都道府県別に地域定
員を設けて行うメカニズムに変更された。本稿の目的は、この制度改変の問題点を指摘し、代替的な改革案を提示するこ
とである。そのために、先ず研修医マッチング導入の歴史的背景を概観し、続いてマッチング問題を制度（メカニズム）
設計という経済学の問題として定式化する。次に、マッチングメカニズムの安定性や耐戦略性という、経済学的観点から
望まれる性質を詳解する。そしてこれらの準備のもとに必修臨床研修導入当初のメカニズムと都道府県別地域定員のもと
での変更版メカニズムを検討し、後者では安定性が達成されず、また単純な改訂案では耐戦略性が達成されなくなること
を示す。そこで本論文では、鎌田・小島（2010年、スタンフォード大学ディスカッション・ペーパー）に基づき、都道府
県別定員設定のもとでも安定性と耐戦略性を達成できるFlexible Deferred Acceptanceメカニズムとよばれる改善案を提示
する。

キーワード：マッチング、安定性、耐戦略性、地域定員

＊１　 ハーバード大学経済学部研究科院生：ykamada@fas.
harvard.edu

＊２　 スタンフォード大学経済学部助教授：fkojima@stanford.
edu

＊３　 学習院大学経済学部教授：jun.wako@gakushuin.ac.jp
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　本稿の目的は、このメカニズム改変の問題点を
指摘し、代替的な改革案を提示することである。
２節ではまず研修医マッチング導入の背景および
重要性をよりよく理解するために、アメリカおよ
び日本での歴史的背景を概観する。次に３節では
マッチング問題を経済学による制度（メカニズ
ム）設計の問題として定式化する枠組みを紹介
し、経済学の視点から望ましいとされる性質のう
ち特に２つ、「安定性」および「耐戦略性」を 詳
しく議論する。４節では３節で定式化された問題
および概念を実際のメカニズムの分析に用いる。
4.1項では必修臨床研修導入当初のメカニズムを、
4.2項では2009年に導入された都道府県別定員の
もとでのメカニズムを紹介し、３節で定義された
２つの性質がこれらのメカニズムで達成されるか
を議論する。ここでは2009年導入のメカニズムで
は安定性が達成されないという結論を得る。最後
に５節では、単純な改訂案では耐戦略性が達成さ
れなくなることを指摘した後、両方の性質を都道
府県別定員設定のもとでも達成する改善案とし
て、Flexible Deferred Acceptanceメカニズムと
よばれるメカニズムを提示する。
　本稿の議論の多くはKamada and Kojima （2010） 
に依拠して、最新の研究を含めている。しかし、
研修医マッチングに関する経済理論の概観として
も読めるように心がけ、多くの読者に対応するた
めに数学記法の使用は極力避けている。数学的定
式化やその他詳細に興味を持たれた読者は、Roth 
and Sotomayor （1990）やKamada and Kojima （2010）
を参照されたい。

２．歴史的背景

2.1.  アメリカでの経験
　日本の研修医マッチング制度はアメリカで19�0
年代から実際に用いられているルールを基礎とし

ている。ここではまずアメリカでの研修医マッチ
ング制度導入の経緯を概観することで、マッチン
グ制度の必要性について論じる。
　若い医師にとって病院での研修は実際的な医療
技術を身につける重要な機会であり、病院にとっ
ても研修医は安価で貴重な労働力である。このた
め臨床研修制度は医師教育および医療の現場の双
方にて重要な役割を担うようになった。ところ
が、この仕組みの重要性が増していくのに伴い、
研修医と病院をどう組み合わせる―「マッチさせ
る」―かが難しい問題になった。優秀な研修医を
採用したい病院は競って採用時期を早めていった
ため、やがて研修医の採用決定時期はメディカル
スクール終了の２年前にまで早まってしまったと
いう。この現象を「アンラベリング （unraveling）」
という。
　卒業の２年前といえば、学生はまだ臨床実習さ
えしていないような時期である。このため採用時
に想定していた技能を学生が持っていなかった
り、学生が興味を持つ分野と病院の希望との間に
食い違いが生じたりするなどの問題が頻発した。
研修医と病院の間に多くの点でミスマッチが起き
るようになったのである。
　これを受けて、アメリカの医学界はマッチング
制度を設計した。これは学生と病院が自分たちの
希望を提出し、それをもとに、決められたルール

（アルゴリズム）に従って全ての研修医の配属先
を一斉に決定する仕組みである。具体的には後述
するDeferred Acceptanceメカニズムと呼ばれる
制度を導入した。この制度が導入されると、研修
医の採用決定の時期はマッチング実施時に一律化
され、病院や学生の間の競争によるストレスも大
幅に改善された。アメリカでは現在も年２～３万
人ほどの研修医の配属先を、この制度によって決
定している。
　次項で述べる通り日本でのマッチング導入の経
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緯はアメリカで起こったアンラベリングとは異な
るが、もし日本でマッチング制度がうまく機能し
なくなり参加率が低下し、アンラベリングが起き
ると、様々な面でのミスマッチが起きる可能性が
ある、ということは念頭に置きたい事実である。
これが、私たちがマッチング問題を真剣に考えな
ければならない一つの大きな理由である。

2.2.  日本での経験
　さて、日本の臨床研修制度における研修医マッ
チングの変遷を紹介しよう。日本では2004年以前
は大学病院の医局が研修医の人事権を握ってお
り、研修医は医局の決定に従うしかほぼなかっ
た。しかしこれでは、研修医病院双方の希望を反
映させることが難しかった。そこでよりよく人々
をマッチさせるべく、アメリカの制度を参考にマ
ッチング制度が導入されたのである。この時点で
導入された制度は現在でもアメリカで使用されて
いる、Deferred Acceptanceメカニズムであっ
た。
　後述する通りDeferred Acceptanceメカニズム
は研修医と病院双方の希望を非常によく反映させ
ることができ、その結果いくつものよい性質を持
っていることが知られている。しかしその一方
で、この制度に対して日本では反対意見が根強い
ことも事実である。批判の多くは、この制度によ
って研修医が大都市へ集中し、地域医療を疲弊さ
せてしまうというものである。誤解を恐れずあえ
て要約すると、この主張はおおよそ次のようなも
のである。必修臨床研修制度を導入する以前は先
述の通り大学病院の医局が強い人事権を持つ一
方、僻地への医師派遣の役割も担っていた。とこ
ろが新制度によって研修医が以前よりも自由に研
修先を選べるようになったため、魅力的な研修プ
ログラムがあり生活環境の良い大都市の市中病院
に応募が集中し、結果として地方の大学病院は十

分な研修医を集められなくなった。このため、以
前研修医が担当していた業務を他の医師が行わな
ければならなくなり、僻地へ医師を派遣する余裕
がなくなってしまった、というのである。
　こういった批判や要請に応えて、2009 年実施
分からマッチング制度が見直された。見直された
制度のもとでは、各都道府県について募集可能な
研修医数の上限が設定され、この上限を超えて研
修医の需要がある地域については、地域内の病院
間で募集定員を事前に削減して調整することにな
ったのである。つまり現在の研修医マッチングで
はDeferred Acceptanceアルゴリズムそのものが
用いられるのではなく、地域定員に合わせて各病
院の募集定員を調整してから、Deferred Acceptance 
アルゴリズムを用いてマッチングを決定している
のである。この方式は当初の研修医マッチングを
シンプルに変更するだけで実施できる点で優れて
いる。しかしこのやり方では、例えば研修医と病
院の希望を十分に汲みとれずに地域定員の充足が
過小となる一方、アンマッチになる（どの病院に
もマッチできない）研修医が過剰に出てしまう可
能性がある。この点を指摘し、研修医の地域偏在
の問題を考慮した代替案を提案するのが本稿の目
的である。問題点を指摘する前に、まず次節では
マッチング問題を経済学の視点から分析する手法
を説明しよう。

３．既存理論の概観

　本節では マッチング問題を経済学の問題とし
て定式化する枠組みを提示する。経済学、特にそ
の一分野であるゲーム理論は、経済活動に関わる
個々人のインセンティブの問題を分析するのに長
けている。 この経済学の考え方がマッチング問
題を分析するのに有用なのである。本節では、ま
ず3.1項にて議論を正確にするために必要な簡単
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な数学のモデルを記述する。3.2項ではインセン
ティブに基づいた「よいマッチング」とは何かに
ついての２つの基準を提示する。

3.1.  モデル
　マッチングのモデルでは、n個の病院h1，h2，…，
hn と、m人の医師d1，d2，…，dm がいる状況を考
える。 各病院はどの医師を雇用したいかについて
の希望順位表を持っている。たとえば病院h1の希
望順位表に「d1，d�，d4」と書いてあれば、h1は医
師d1を最も雇いたいと思っており、d�が２番目で、
d４が３番目、それ以外の医師は雇いたくない、と
いう意味である。同じように、各医師はどの病院
に勤務したいかについての希望順位表を持ってい
る。先と同じように、たとえば医師d1の希望順位表
に「h4，h2」と書いてあれば、d1は病院h4が第１希
望、h2が第２希望、それ以外の病院には行きたく
ないと思っている。それぞれの希望順位表では、
複数の相手を同等に好むことはないとする。最後
に、各病院には「定員」があり、定員より多い数
の医師を雇うことはできない。なお、病院はその
希望順位表における上位の医師から出来る限り定
員を満たすように採用したいと考えているとする。
　マッチングμは、どの医師がどこで働くか、ど
の病院でどの医師が働くか、を記述する。たとえ
ばμ（d1）=h1であればμのもとでは医師d1は病院
h1とマッチして働くという意味であり、μ（h1）=

｛d1，d�｝とあれば病院h1は医師d1およびd�とマッ
チして採用するということである。μ（h2）=∅お
よびμ（d2）=∅と書くと、h２やd２は誰ともマッチ
していない、という意味である。ここで、現実に
即し、各医師は多くとも一つの病院にしかマッチ
できないのに対し、各病院は定員までなら何人で
もマッチできるとする。
　メカニズムとは、全病院の希望順位表、全医師
の希望順位表、が与えられたときにあるマッチン

グを生成するルール（関数）である。つまり、病
院および医師から提出された希望順位表をもと
に、マッチングを生成するのがメカニズムなので
ある。私たちの目標は、一言で言うと、よりよい
メカニズムをデザインし、それによってよりよい
マッチングを生成することである。

3.2.  「よいメカニズム」の二つの基準
　さて、前節の最後に「よりよいメカニズム」

「よりよいマッチング」が我々の目標であると述
べたが、メカニズムやマッチングが「よい」とは
どのような意味であろうか。先に言及した経済学
が分析に長けるインセンティブ問題に関わる 「よ
いマッチング」の二つの基準を、モデルの言葉を
使って定義しよう。

定義１
　マッチングμが安定であるとは、以下の
２つの条件が成り立つことを言う：
a．どの病院もどの医師も、μにおいて希望
順位表に載っていない相手とはマッチして
いない。
b．もし病院hが医師dの希望順位表でμ（d）
よりも上位にありdがhの希望順位表に載っ
ているならば、μにおいてhとマッチしてい
る医師は皆hにとってdよりもよく、かつhの
定員は満たされている。
　メカニズムが安定であるとは、どんな希
望順位表が与えられたとしても、安定なマ
ッチングを生成することを意味する。

定義１
　マッチングμが安定であるとは、以下の
２つの条件が成り立つことを言う：
a．どの病院もどの医師も、μにおいて希望
順位表に載っていない相手とはマッチして
いない。
b．もし病院hが医師dの希望順位表でμ（d）
よりも上位にありdがhの希望順位表に載っ
ているならば、μにおいてhとマッチしてい
る医師は皆hにとってdよりもよく、かつhの
定員は満たされている。
　メカニズムが安定であるとは、どんな希
望順位表が与えられたとしても、安定なマ
ッチングを生成することを意味する。

定義２
　メカニズムが耐戦略性を持つとは、他の
医師および病院がどのような希望順位表を

定義２
　メカニズムが耐戦略性を持つとは、他の
医師および病院がどのような希望順位表を
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　定義１の安定性は、簡単に言うと、生成された
マッチングを誰も正当な理由で非難できない、と
いうことである（これは “no justified envy” と
呼ばれる性質である）。たとえば定義の中の条件
bが成り立たないとすると、医師dは今のマッチ
μ（d）よりhの方をより希望している一方、hはd
を希望順位表に載せており、まだ定員に空きがあ
るためdを雇いたいか、もしくは空きがなくても
今雇っているうちの誰かを解雇してdを雇いたい
と思っている、ということになる。このようなペ
アを逸脱ペアと呼ぶ。条件bは逸脱ペアが存在し
ないという意味である。もし所与のマッチングに
逸脱ペアが存在すれば、そのペアは事後的に相談
をして勝手にマッチをすればお互い得をすること
になる。そのようなことが実際に相次げば、せっ
かくメカニズムがマッチングを生成しても医師た
ちの最終的な雇用先はメカニズムの指定するもの
とはかけ離れたものになってしまう可能性があ
る。そうすると医師や病院はメカニズムに参加す
る意味がそもそもなくなってしまい、メカニズム
の存在意義がなくなってしまうかもしれない。
　これは決して机上の空論ではない。Rothおよ
びその共同研究者たちは過去の様々なマッチング
市場を（医師と病院のマッチングに限らず）調
べ、それらを安定なものと安定でないものに分類
し、安定性がマッチング市場の存続とどのように
関わっているかを調べた。結果２は見事に、安定
なメカニズムは参加率が高く維持される一方、安
定でないメカニズムは遅かれ早かれ参加率が低迷
し、多くの場合終いにはマッチングメカニズム自
体が消滅してしまっているのであった。２節で述
べたように、参加率が下がり就職活動が早まるア

提出するかに関わらず、医師は嘘をついて
も得をしないことを意味する１。
提出するかに関わらず、医師は嘘をついて
も得をしないことを意味する１。

ンラベリングが起きると、結局多くのミスマッチ
が生まれる恐れがある。よって安定性はメカニズ
ムができる限り達成しなければならない基準と言
えよう。
　また、マッチングμが安定だとμはパレート効
率的（μよりも全ての医師および病院にとってよ
りよいもしくは同じマッチングはμ以外存在しな
い）でもあることが示せる。このことからも、安
定性は重要な基準であることが分かる。
　次に定義２の耐戦略性について論じよう。これ
は端的に言うと、どの医師も嘘をついても得をし
ない、という性質である。なぜこの性質が重要な
のであろうか。まず最初に、定義の中の「他の医
師および病院がどのような希望順位表を提出する
かに関わらず」というフレーズに注目されたい。
即ち、各医師は他がどのように考えどのように行
動するかに関わらず、真実の希望順位表を提出す
るのが得策なのである。つまり医師は、「自分は
病院hに行きたいがhの希望順位表の中では自分
は低順位である可能性が高いからhを自分の希望
順位表に載せるのはやめよう」などといった考え
をする必要がないのである。また、これは「相手
が真実の希望順位表を提出するならば自分も真実
の希望順位表を提出したい」という条件よりも強
い条件であることに注意しよう３。つまり、たと
えば「多くの医師が病院hを第一希望だと考えて
いるだろう。しかし自分がhを第一希望と書くべ
きかどうかは、彼らがhを第一希望と本当に書く
かどうかを判断しないと決められない」などと考
える必要はないのである。これらの性質は医師た
ちにシンプルで最適な希望順位表の作り方を提供
しており、先に書いたような無用の混乱を避ける
ことができる。逆にもしこの性質が満たされない
と、それぞれの医師が「戦略的に」嘘の希望順位
表を提出するということが考えられ、その結果メ
カニズムで生成されるマッチングに真実の希望順
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位が全く反映されないといったことが起きてしま
うかも知れないのである。そもそも提出された希
望順位表が真実の希望順位表と異なれば、いくら
メカニズムが提出された希望順位表をもとに非常
によいマッチングを生成するものであったとして
も、意味がない。従って、耐戦略性もまた重要な
基準なのである。
　安定性および耐戦略性というこれら二つの基準
は、たった今説明したように、マッチング参加者
のインセンティブと深く関わるものである。安定
性は与えられたマッチングから逸脱するインセン
ティブがないことを要求する基準であり、耐戦略
性は嘘の希望順位表を提出するインセンティブが
ないことを要求する基準である。これらの基準を
達成するメカニズムをデザインするためにはこの
インセンティブ構造の理解が重要であり、そのた
めに経済学の知見が有用になってくるのである。

４．�アルゴリズム：Deferred�Acceptance
アルゴリズムとJRMPアルゴリズム

　メカニズムは希望順位表をもとにマッチングを
生成するルール（関数）であったが、実際にどの
ように生成するのかの手段を具体的に記述するも
のを「アルゴリズム」という。本節では、前節で
提示されたモデルおよび概念を用いて、アルゴリ
ズムの記述をする。4.1項では必修臨床研修制度
発足当初の研修医マッチング（初回は2003年）に
使われた最も基本的なアルゴリズム、Deferred 
Acceptance アルゴリズムについて解説し、これ
が安定性および耐戦略性を満たすことを簡単に論
ずる。4.2項では2009年実施分から導入された新
しいアルゴリズムを記述し、これが安定性を満た
さないことを議論する。

4.1.   2003〜2008年： 
Deferred Acceptanceアルゴリズム

　さてここまで安定性および耐戦略性という２つ
の性質を議論してきたが、そもそもこれらの性質
を満たすメカニズムは存在するのだろうか。答え
はイエスである。ゲールとシャプレー（19�2）は
Deferred Acceptanceアルゴリズムと呼ばれる以
下のようなマッチング生成手続きを考案した。こ
のアルゴリズムからなるメカニズムは安定性と耐
戦略性の両方を満たすことが知られている。

Deferred Acceptanceアルゴリズム
　アルゴリズムは以下のようにいくつかの
仮想的なステップでできている。
ステップ１：各医師が自分の第一希望の病
院を指名する。各病院は自分を指名した医
師の中から、希望順位表の上から順に定員
以下できるだけ多くの医師を「仮マッチ」
して、その他の指名してきた医師はアンマ
ッチとする。どの病院も希望順位表に載せ
ていない医師はアンマッチ確定。
ステップ２：ステップ１で仮マッチした医
師は同じ病院を指名する。ステップ１でア
ンマッチになっているがアンマッチ確定に
はなっていない医師は、次に希望する病院

（第二希望）を指名する。各病院は自分を指
名した医師の中から、希望順位表の上から
順に定員以下できるだけ多くの医師を仮マ
ッチして、その他の指名してきた医師はア
ンマッチとする。ただし、第二希望のない
医師、つまり希望順位表に第一希望しか書
いておらず、ステップ１で希望病院を指名
し尽くしてもアンマッチであった医師はア
ンマッチ確定。
‥‥‥

Deferred Acceptanceアルゴリズム
　アルゴリズムは以下のようにいくつかの
仮想的なステップでできている。
ステップ１：各医師が自分の第一希望の病
院を指名する。各病院は自分を指名した医
師の中から、希望順位表の上から順に定員
以下できるだけ多くの医師を「仮マッチ」
して、その他の指名してきた医師はアンマ
ッチとする。どの病院も希望順位表に載せ
ていない医師はアンマッチ確定。
ステップ２：ステップ１で仮マッチした医
師は同じ病院を指名する。ステップ１でア
ンマッチになっているがアンマッチ確定に
はなっていない医師は、次に希望する病院

（第二希望）を指名する。各病院は自分を指
名した医師の中から、希望順位表の上から
順に定員以下できるだけ多くの医師を仮マ
ッチして、その他の指名してきた医師はア
ンマッチとする。ただし、第二希望のない
医師、つまり希望順位表に第一希望しか書
いておらず、ステップ１で希望病院を指名
し尽くしてもアンマッチであった医師はア
ンマッチ確定。
‥‥‥
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　各医師の希望順位表の長さは最大でも全病院の
数しかなく、このアルゴリズムの中で各医師は希
望順位の上から順に指名をしていくため、アルゴ
リズムは有限回のステップ数で終了する。また、
各医師は高々一つの病院としかマッチしないこと
も容易に確認できる。このアルゴリズムでは、あ
るステップで仮マッチした医師が、その後のステ
ップでアンマッチになることもあり、正式マッチ
は最後まで持ち越される。このことからDeferred 
Acceptance（延期された受理）という名が付い
ている。このアルゴリズムによって生成されるマ
ッチングは、安定性および耐戦略性を満たすこと
が知られている。この事実の直観はだいたい以下
の通りである４。 もしこのアルゴリズムで生成さ
れるマッチングμで安定性が満たされないとす
る。アルゴリズム中では各医師は希望順位表にな
い病院は指名せず各病院も希望順位表にない医師
とは仮マッチしないため、これはある医師dにと

ステップk：前ステップk−1で仮マッチした
医師は同じ病院を指名する。前ステップで
アンマッチになっているがアンマッチ確定
にはなっていない医師は、前ステップで指
名した病院の次の希望病院（今までj回仮マ
ッチしていたら第k−j希望 ）を指名する。
各病院は自分を指名した医師の中から、希
望順位表の上から順に定員以下できるだけ
多くの医師を仮マッチして、その他の指名
してきた医師はアンマッチとする。ただし、
前ステップで希望病院を指名し尽くしても
アンマッチであった医師はアンマッチ確定。
‥‥‥
仮マッチしていない医師が全員アンマッチ
確定となった時点で、仮マッチを正式マッ
チとし、アルゴリズムを終了する。

ステップk：前ステップk−1で仮マッチした
医師は同じ病院を指名する。前ステップで
アンマッチになっているがアンマッチ確定
にはなっていない医師は、前ステップで指
名した病院の次の希望病院（今までj回仮マ
ッチしていたら第k−j希望 ）を指名する。
各病院は自分を指名した医師の中から、希
望順位表の上から順に定員以下できるだけ
多くの医師を仮マッチして、その他の指名
してきた医師はアンマッチとする。ただし、
前ステップで希望病院を指名し尽くしても
アンマッチであった医師はアンマッチ確定。
‥‥‥
仮マッチしていない医師が全員アンマッチ
確定となった時点で、仮マッチを正式マッ
チとし、アルゴリズムを終了する。

ってμ（d）よりも希望順位が高くかつdを希望順
位表に載せている病院hがあり、（A）病院hがd
よりも低い順位の医師を雇っている、もしくは

（B）病院hの定員が満たされていない、というこ
とを意味する。しかしアルゴリズム中の最後のス
テップで各病院は希望順位表の上から順に仮マッ
チをするため（A）は発生し得ない。また、医師
は希望順位表の上から順に指名しているため 
μ（d）に行き着く前にhを指名しているはずであ
り、また各病院に仮マッチしている人数はアルゴ
リズム中で減ることはないため、（B）もあり得
ない。よって、マッチングμは安定である。 メ
カニズムに耐戦略性があることの直観を得るため
に、各ステップで決まるマッチングが「仮」マッ
チであることに注意しよう。正式マッチは最後の
ステップでのみ決まるため、各医師には希望順位
の低い病院をあえて早いステップで指名する利点
がないのである。

4.2.  2009年〜：JRMPメカニズム
　さて２節で述べたように、 Deferred Acceptance
メカニズムには研修医の地域偏在の観点から批判
がつきまとった。本項ではこの問題を解消すべく
2009年に導入された新メカニズム―これを日本に
おける研修医マッチングの運営機関である医師臨
床 研 修 マ ッ チ ン グ 協 議 会（Japan Residency 
Matching Program）にちなんでJRMPメカニズ
ムと呼ぼう―を紹介し、これが（定義３にて定義
する）安定性を満たさないことを示す。
　JRMPメカニズムでは、「地域定員」と呼ばれ
る新しい概念が導入される。地域定員とは、厚生
労働省により各都道府県に指定された、都道府県
内の病院にマッチできる研修医の総数の上限のこ
とである。JRMPメカニズムは、この地域定員を
遵守することで研修医の地域偏在を緩和すること
を目指すものである。都市部の都道府県にマッチ
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したい医師がどんなに多くいても、地域定員があ
れば一定数の医師があぶれ、これらの医師が他の
地域にマッチされる、というシナリオであろう。
　 も ち ろ ん 地 域 定 員 を 無 視 し てDeferred 
Acceptanceメカニズムを使うと、地域定員が遵
守されないマッチングが生成される可能性があ
る。そこで、JRMPメカニズムでは以下のように 
Deferred Acceptanceメカニズムを変更する。

　JRMPメカニズムはDeferred Acceptanceメカ
ニ ズ ム の 変 更 版 で あ り、 確 か にDeferred 
Acceptanceメカニズムのよい性質をある程度受
け継ぐ。しかし、全ての性質が持ち越されるわけ
ではない。正確には、耐戦略性はJRMPメカニズ
ムでも満たされるが、以下に定義される安定性は
満たされない。

JRMPメカニズム
　まず域内の病院の定員の総和が地域定員
を超過する都道府県では各病院の定員を

（和が地域定員と一致するようにできるだ
け）比例的に減らした数―これを「目標定
員」５と呼ぼう―を計算し、この目標定員を
あたかも本当の定員―これを目標定員と峻
別するために「設置定員」と呼ぼう―であ
るかのように仮想的に見なし、Deferred 
Acceptanceアルゴリズムを用いてマッチン
グを生成する。

JRMPメカニズム
　まず域内の病院の定員の総和が地域定員
を超過する都道府県では各病院の定員を

（和が地域定員と一致するようにできるだ
け）比例的に減らした数―これを「目標定
員」５と呼ぼう―を計算し、この目標定員を
あたかも本当の定員―これを目標定員と峻
別するために「設置定員」と呼ぼう―であ
るかのように仮想的に見なし、Deferred 
Acceptanceアルゴリズムを用いてマッチン
グを生成する。

定義３
　マッチングμが地域定員のもとで強安定
であるとは、地域定員を順守し、かつ以下
の２つの条件が成り立つことを言う：
a．どの病院もどの医師も、μにおいて希望

定義３
　マッチングμが地域定員のもとで強安定
であるとは、地域定員を順守し、かつ以下
の２つの条件が成り立つことを言う：
a．どの病院もどの医師も、μにおいて希望

　JRMPメカニズムが地域定員のもとでの強安定
性を満たさないことを見るために、以下の例を考
えよう。

順位表に載っていない相手とはマッチして
いない。
b．もし病院hと医師dが逸脱ペアならば、μ
においてhにマッチしている医師は皆hにと
ってdよりもよく、かつ、他の医師のマッチ
を変更せずにdがhにマッチすると、地域定
員が遵守されなくなる。
　メカニズムが地域定員のもとで強安定で
あるとは、どんな希望順位表が与えられた
としても、地域定員のもとで強安定なマッ
チングを生成することを意味する。

順位表に載っていない相手とはマッチして
いない。
b．もし病院hと医師dが逸脱ペアならば、μ
においてhにマッチしている医師は皆hにと
ってdよりもよく、かつ、他の医師のマッチ
を変更せずにdがhにマッチすると、地域定
員が遵守されなくなる。
　メカニズムが地域定員のもとで強安定で
あるとは、どんな希望順位表が与えられた
としても、地域定員のもとで強安定なマッ
チングを生成することを意味する。

例１（JRMPメカニズムと地域定員のもと
での強安定性）
　地域定員10である地域に２つの病院、h1お
よびh2がある。各病院の設置定員は10であ
る。医師は10人、d1，d2，…，d10がいる。希
望順位表は以下の通りである。各病院の希
望順位表には全ての医師が載っており、「d1， 
d2，…，d10」となっている。医師について
は、d1，d2，d3はh1のみを希望順位表に載せ
ており、残りの医師はh2のみを載せている。
　JRMPメカニズムでは各病院の設置定員が
比例的に減らされて目標定員がそれぞれ５
に設定される。そして、この目標定員をあ
たかも本来の設置定員であるかのように見
なしてDeferred Acceptanceアルゴリズムを
実行する。
　すると、生成されるマッチングμはμ（h1）
=｛d1，d2，d3}、μ（h2）=｛d4，d�，d�，d�，d�｝

例１（JRMPメカニズムと地域定員のもと
での強安定性）
　地域定員10である地域に２つの病院、h1お
よびh2がある。各病院の設置定員は10であ
る。医師は10人、d1，d2，…，d10がいる。希
望順位表は以下の通りである。各病院の希
望順位表には全ての医師が載っており、「d1， 
d2，…，d10」となっている。医師について
は、d1，d2，d3はh1のみを希望順位表に載せ
ており、残りの医師はh2のみを載せている。
　JRMPメカニズムでは各病院の設置定員が
比例的に減らされて目標定員がそれぞれ５
に設定される。そして、この目標定員をあ
たかも本来の設置定員であるかのように見
なしてDeferred Acceptanceアルゴリズムを
実行する。
　すると、生成されるマッチングμはμ（h1）
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　要するに、JRMPメカニズムは設置定員とは異
なる目標定員を用いてDeferred Acceptanceアル
ゴリズムを実行するので、結果として目標定員に
基づいて医師をアンマッチにした病院のある地域
でも地域定員が満たされないことがあり、これが
地域定員のもとでの強安定性が満たされない要因
となっているのである。また例１は、JRMPメカ
ニズムがパレート効率的なマッチングを生成しな
いことも示している。

５．�代替メカニズムの提案—Flexible�
Deferred�Acceptanceメカニズム—

5.1.  代替メカニズム提案にあたっての二つの
困難

　前節ではJRMPメカニズムを紹介し、これが地
域定員のもとでの強安定性を満たさないことを見
た。Kamada and Kojima （2010）は安定性を極
力保ちながら耐戦略性を損なわないメカニズムの
考案を試みた。これには理論的に２つの困難が伴
う。一つ目は、定義３で定義した地域定員のもと
での強安定性は常に達成できるわけではないとい
うことである。しかし逸脱ペアの存在は望ましく
ないという安定性の考え方を完全にあきらめるの

を満たすことが簡単に分かる。しかし、この
μは地域定員のもとで強安定ではない。医師
d9は（d10についても同じことが言える）、ア
ンマッチとなるよりはh2とマッチしたいと希
望している一方、h2もd9を希望順位表に載せ
ており、さらに設置定員に空きがあり（設置
定員10のうちμでは５席しか埋まっていな
い）、かつd9がh2とマッチしても地域定員は
遵守される（地域内には９人の医師しかマッ
チされないため）からである。

を満たすことが簡単に分かる。しかし、この
μは地域定員のもとで強安定ではない。医師
d9は（d10についても同じことが言える）、ア
ンマッチとなるよりはh2とマッチしたいと希
望している一方、h2もd9を希望順位表に載せ
ており、さらに設置定員に空きがあり（設置
定員10のうちμでは５席しか埋まっていな
い）、かつd9がh2とマッチしても地域定員は
遵守される（地域内には９人の医師しかマッ
チされないため）からである。

は 拙 速 で あ ろ う。Kamada and Kojima （2010）
は、先ず地域の希望を考慮する新しい安定性を定
義し、次にJRMPメカニズムとは異なるメカニズ
ムを考案して、それが新しい安定性を常に達成す
ることを証明した６。
　二つ目は、Deferred Acceptanceメカニズムの
単純な改造版が２つの基準を満たすのは難しいと
いうことである。すでにJRMPメカニズムが地域
定員のもとでの強安定性を満たさないことを議論
したが、その他のDeferred Acceptanceの簡単な
改造版は耐戦略性を満たさないことが分かる。こ
れらの２つの点をこの節では議論する。まず一つ
目の点を見るために次の例を考えよう。

例２（地域定員のもとでの強安定マッチン
グの非存在の可能性）
　地域定員が１である地域に２つの病院、h1

およびh2がある。各病院の設置定員は１とす
る。医師は２人、d1およびd2がいる。希望順
位表は以下の通りである：病院h1の希望順位
表 は「d1，d2」、 h2は「d2，d1」、d1は「h2，
h1」、d2は「h1， h2」である。
　この例では地域定員のもとで強安定なマ
ッチングは存在しない。これを示すために、
まず地域定員のもとで強安定なマッチング
では地域定員が遵守されているため、少な
くとも一人の医師がアンマッチになってい
ることに注意しよう 。以下、d2がアンマッ
チだとして、d1がどのようにマッチしても地
域定員のもとで強安定なマッチングになら
ないことを示す（d1がアンマッチの場合も同
様な議論ができる）。
　まずd1がh2とマッチしていないとしよう

（つまりh1とマッチしているかアンマッチ）。
するとd1はh2とマッチすることによって、地

例２（地域定員のもとでの強安定マッチン
グの非存在の可能性）
　地域定員が１である地域に２つの病院、h1

およびh2がある。各病院の設置定員は１とす
る。医師は２人、d1およびd2がいる。希望順
位表は以下の通りである：病院h1の希望順位
表 は「d1，d2」、 h2は「d2，d1」、d1は「h2，
h1」、d2は「h1， h2」である。
　この例では地域定員のもとで強安定なマ
ッチングは存在しない。これを示すために、
まず地域定員のもとで強安定なマッチング
では地域定員が遵守されているため、少な
くとも一人の医師がアンマッチになってい
ることに注意しよう 。以下、d2がアンマッ
チだとして、d1がどのようにマッチしても地
域定員のもとで強安定なマッチングになら
ないことを示す（d1がアンマッチの場合も同
様な議論ができる）。
　まずd1がh2とマッチしていないとしよう

（つまりh1とマッチしているかアンマッチ）。
するとd1はh2とマッチすることによって、地
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　地域定員のもとでの強安定マッチングの非存在
問題を克服するために、 Kamada and Kojima （2010） 
は新しい安定性の定義を提案する。そのために彼
らは新たに「地域の希望順位表」という概念を導
入した。各地域は域内の病院の医師数の配分（各
病院にマッチする医師数の分布）に関して希望順
位表を持つとするのである。ここでは、病院や医
師の希望順位表とは異なり、いくつかの配分が同
等に好ましいような状況も許すとする。地域の希
望順位表は、substitutabilityと呼ばれる弱い数学
的条件のほかに、地域定員および 各病院の設置
定員を遵守する配分はそうでない配分よりも希望
順位表で上にくること、もし２つの異なる配分が
あり、一方が他方よりも全ての病院に対して多く
の医師を配分している場合、地域定員および 各
病院の設置定員が遵守される限り前者が希望順位
表で上にくること、を満たすものとする７。
　たとえば、目標定員からのギャップができるだ

域定員を遵守したままより希望する病院と
マッチできる。さらに、h2の希望順位表には
d1が載っているため、このような状況は地域
定員のもとで強安定ではないと言える。次
にd1がh2とマッチしているとしよう。しかし
d2はアンマッチでいるよりはh2とマッチする
ことを希望しており、さらにh2はd1よりもd2

を希望順位表で上に載せている。つまりh2が
d1を解雇してd2を雇うことによってh2とd2は
お互いよりよく希望を叶えられるのである。
h2がd1を解雇してd2とマッチしても地域定員
は遵守されたままであるので、このような
状況は地域定員のもとで強安定ではないと
言える。即ち、この例では地域定員のもと
で強安定なマッチングが存在しないことが
分かる。

域定員を遵守したままより希望する病院と
マッチできる。さらに、h2の希望順位表には
d1が載っているため、このような状況は地域
定員のもとで強安定ではないと言える。次
にd1がh2とマッチしているとしよう。しかし
d2はアンマッチでいるよりはh2とマッチする
ことを希望しており、さらにh2はd1よりもd2

を希望順位表で上に載せている。つまりh2が
d1を解雇してd2を雇うことによってh2とd2は
お互いよりよく希望を叶えられるのである。
h2がd1を解雇してd2とマッチしても地域定員
は遵守されたままであるので、このような
状況は地域定員のもとで強安定ではないと
言える。即ち、この例では地域定員のもと
で強安定なマッチングが存在しないことが
分かる。

け少ないような配分から希望するという希望順位
表は上記の仮定を満たす地域の希望順位表の一例
となる。また、各病院に配分される人数ができる
だけ均等な配分をより希望するという希望順位表
も仮定を満たす希望順位表である。どのような希
望順位表を使うかは、厚生労働省等の関係機関が
どのような政策的目標を持つかに依存させて決め
ることができる。

　ここで定義した地域定員のもとでの安定性は定
義３で定義した強安定性に比べより満たされやす
い条件になっている。たとえば例２ではd1がh1に
マッチしている状況は地域定員のもとでの強安定
ではない。しかし、地域の希望順位表が地域定員
をちょうど満たしているような配分全てを同等に
好んでいる場合を想定すると、この状況は地域定
員のもとで安定である。 

定義４
　マッチングμが地域定員のもとで安定で
あるとは、地域定員を順守し、かつ以下の
２つの条件が成り立つことを言う：
a．どの病院もどの医師も、希望順位表に載
っていない相手とはマッチしていない、
b．もし病院hと医師dが逸脱ペアならば、μ
においてhにマッチしている医師は皆hにと
ってdよりもよく、かつ、他の医師のマッチ
を変更せずにdがhにマッチすると、地域定
員が遵守されなくなるか、または変更後の
マッチングがこの地域にμよりも希望され
ることがない。
　メカニズムが地域定員のもとで安定であ
るとは、どんな希望順位表が与えられたと
しても、地域定員のもとで安定なマッチン
グを生成することを意味する。

定義４
　マッチングμが地域定員のもとで安定で
あるとは、地域定員を順守し、かつ以下の
２つの条件が成り立つことを言う：
a．どの病院もどの医師も、希望順位表に載
っていない相手とはマッチしていない、
b．もし病院hと医師dが逸脱ペアならば、μ
においてhにマッチしている医師は皆hにと
ってdよりもよく、かつ、他の医師のマッチ
を変更せずにdがhにマッチすると、地域定
員が遵守されなくなるか、または変更後の
マッチングがこの地域にμよりも希望され
ることがない。
　メカニズムが地域定員のもとで安定であ
るとは、どんな希望順位表が与えられたと
しても、地域定員のもとで安定なマッチン
グを生成することを意味する。
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　Kamada and Kojima （2010）はJRMPメカニズ
ムが地域定員のもとで強安定でないだけではな
く、地域定員のもとで安定でもないことを示し
た。即ち、地域定員のもとで安定なメカニズムを
考案することは、JRMPメカニズムと比べて（安
定性の観点から）よりよいメカニズムを提案する
ことになるのである。
　さて、代替メカニズムの考案に際する二つ目の
困難な点について論じよう。 JRMPメカニズムが
前述したように安定性の意味で望ましくないとい
う点を克服する案として我々に頻繁に提案される
アルゴリズムとして、以下に記述する「繰り返し
Deferred Acceptance（Iterated Deferred 
Acceptance）アルゴリズム」がある。このアル
ゴリズムはDeferred Acceptanceアルゴリズムの
簡単な改造版である。しかし、耐戦略性が満たさ
れないのである。
　繰り返しDeferred Acceptanceアルゴリズムで
は、まず提出された希望順位表をもとに、 目標定
員をあたかも設置定員であるかのようにみなして
Deferred Acceptanceアルゴリズムを実行してマ
ッチングを生成する。もしこのマッチングで目標
定員を下回る医師しかマッチしなかった病院が存
在しなければアルゴリズムは終了、さもなければ
次の「ラウンド」に進む。次のラウンドでは、前
ラウンドで生成されたマッチングで目標定員を下
回る医師しかマッチしなかった病院の空いている
席数を同地域の残りの病院に予め決められたルー
ルに従い分配し、これを新しい目標定員とする８。
そして、この新しい目標定員のもとでDeferred 
Acceptanceアルゴリズムを実行し、以前と同じ
ようにさらに次のラウンドに進むかどうかを決定
する。席の移動がなくなった時点でアルゴリズム
を終了し、そのときに生成されているマッチング
でのマッチを正式マッチとする９。
　JRMPメ カ ニ ズ ム は 繰 り 返 しDeferred 

Acceptanceアルゴリズムの第１ラウンドのみを
使う単純なメカニズムである。すると、繰り返し
Deferred Acceptanceアルゴリズムを用いれば、
より望ましいマッチングが生成されそうである。
確かに例１では、繰り返しDeferred Acceptance
アルゴリズムは地域定員のもとで安定なマッチン
グを生成する。まず例１で示されたμが生成さ
れ、h1に席数が２つあまる。この２つを目標定員
いっぱいにマッチのあるh2に移動し新たな目標定
員を（３, ７）として、これをもとにまたDeferred 
Acceptanceアルゴリズムを実行すると、全ての
医師が第一希望の病院とマッチする安定なマッチ
ン グ が 得 ら れ る の で あ る。 し か し 繰 り 返 し
Deferred Acceptanceアルゴリズムを用いると耐
戦略性が満たされない。次の例を考えよう。

例３（繰り返しDeferred Acceptanceア
ルゴリズムの耐戦略性）
　地域定員２の地域に、２つの病院h1および
h2がある。各病院の設置定員は２である。医
師は２人、d1およびd2がいる。希望順位表
は、各病院は「d1，d2」、各医師は「h1，h2」
となっているとする。目標定員は比例的に
設置定員を減らし、各病院１となる。繰り
返しDeferred Acceptanceアルゴリズムを実
行すると、第一ラウンドで 、d1がh1に、d2が
h2にマッチして、各病院の目標定員が満たさ
れるのでここでアルゴリズムが終了する。
　しかし医師d2は嘘の希望順位表を提出する
インセンティブがある。これを確認するため
に、d2が真実の希望順位表「h1，h2」ではな
く、嘘の希望順位表「h1」を提出したとしよ
う（つまりh2には行きたくないと嘘をつく）。
この場合、繰り返しDeferred Acceptanceア
ルゴリズムの第一ラウンドではd1がh1にマッ

例３（繰り返しDeferred Acceptanceア
ルゴリズムの耐戦略性）
　地域定員２の地域に、２つの病院h1および
h2がある。各病院の設置定員は２である。医
師は２人、d1およびd2がいる。希望順位表
は、各病院は「d1，d2」、各医師は「h1，h2」
となっているとする。目標定員は比例的に
設置定員を減らし、各病院１となる。繰り
返しDeferred Acceptanceアルゴリズムを実
行すると、第一ラウンドで 、d1がh1に、d2が
h2にマッチして、各病院の目標定員が満たさ
れるのでここでアルゴリズムが終了する。
　しかし医師d2は嘘の希望順位表を提出する
インセンティブがある。これを確認するため
に、d2が真実の希望順位表「h1，h2」ではな
く、嘘の希望順位表「h1」を提出したとしよ
う（つまりh2には行きたくないと嘘をつく）。
この場合、繰り返しDeferred Acceptanceア
ルゴリズムの第一ラウンドではd1がh1にマッ
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5.2.   Flexible Deferred Acceptanceメカ
ニズム

　前項ではDeferred Acceptanceメカニズムの若
干の変更では安定性と耐戦略性の達成は困難であ
ることを示した。本項では、Deferred Acceptance
メカニズムの基本的な考え方をうまく生かすこと
でこれらの基準を達成する代替メカニズムを提示
しよう。このメカニズムで用いるアルゴリズム
は、JRMPメカニズムにおけるような硬直的な目
標定員設定とは異なり、弾力的に（flexibleに）
地域内の病院で定員を融通し合う。このため我々
は こ の ア ル ゴ リ ズ ム を「Flexible Deferred 
Acceptanceア ル ゴ リ ズ ム 」 と 呼 ぶ。Flexible 
Deferred Acceptanceアルゴリズムの記述には２
つのキーとなるアイディアが重要となる。まず一
つ目は、通常のDeferred Acceptanceアルゴリズ
ムは各医師および各病院が一経済主体として記述
されているが、Flexible Deferred Acceptanceア

チしd2がアンマッチとなる。ここでh2のマッ
チ数は目標定員を１下回っているので、こ
れを目標定員とマッチ数が一致しているh1に
配分して、新しい目標定員を（２, ０）とす
る。この新たな目標定員のものとで第二ラ
ウンドでDeferred Acceptanceアルゴリズム
を実行すると、d1およびd2がh1とマッチす
る。このマッチングでは各病院の目標定員
数とマッチ数が一致しているのでここでア
ルゴリズムは終了する。ここでd2はh1とマッ
チしている。d2はh2よりもh1を希望している
ことから、d2は嘘の希望順位表を提出するこ
とでよりよいマッチを得られたことが分か
る。つまり、繰り返しDeferred Acceptance
アルゴリズムは耐戦略性を持たないのであ
る。

チしd2がアンマッチとなる。ここでh2のマッ
チ数は目標定員を１下回っているので、こ
れを目標定員とマッチ数が一致しているh1に
配分して、新しい目標定員を（２, ０）とす
る。この新たな目標定員のものとで第二ラ
ウンドでDeferred Acceptanceアルゴリズム
を実行すると、d1およびd2がh1とマッチす
る。このマッチングでは各病院の目標定員
数とマッチ数が一致しているのでここでア
ルゴリズムは終了する。ここでd2はh1とマッ
チしている。d2はh2よりもh1を希望している
ことから、d2は嘘の希望順位表を提出するこ
とでよりよいマッチを得られたことが分か
る。つまり、繰り返しDeferred Acceptance
アルゴリズムは耐戦略性を持たないのであ
る。

ルゴリズムでは各地域をも一経済主体として記述
するということである。これにより地域の希望順
位を反映させることができるのである。二つ目の
アイディアは、（一つ目のアイディアで各地域を
一経済主体と見なしたものの、）各医師はアルゴ
リズムの中で地域を指名するのではなく、 どの病
院に勤務したいかを指名するということである。
　一つ目のアイディアで各地域を一経済主体と見
なすと述べたが 、これは病院の希望順位表が無
視されることを意味するわけではない。地域の希
望順位表は医師数の配分を比べるものであり、ど
の医師がどの病院に配属されるかについては全く
関知しないことを思い出そう。各地域がどの医師
を仮マッチにするかを決めるときには、各病院の
希望順位表が反映されるのである。これらのアイ
ディアに基づき、Flexible Deferred Acceptance
アルゴリズムは以下のように記述できる：

Flexible Deferred Acceptanceア ル ゴ リ
ズム
　アルゴリズムはdeferred acceptanceアル
ゴリズムのようにいくつかのステップで成
り立っている。一般にステップkは以下のよ
うに記述できる。

ステップk：前ステップk−1で仮マッチした
医師は同じ病院を指名する。前ステップで
アンマッチになっているがアンマッチ確定
にはなっていない医師は前ステップで指名
した病院の次の希望病院（今までj回仮マッ
チしていたら第k−j希望の病院）を指名す
る。ただし、前ステップで希望病院を指名
し尽くしてもアンマッチであった医師はア
ンマッチ確定とする。また、各病院は指名
してきた医師の中で希望順位表に載ってい

Flexible Deferred Acceptanceア ル ゴ リ
ズム
　アルゴリズムはdeferred acceptanceアル
ゴリズムのようにいくつかのステップで成
り立っている。一般にステップkは以下のよ
うに記述できる。

ステップk：前ステップk−1で仮マッチした
医師は同じ病院を指名する。前ステップで
アンマッチになっているがアンマッチ確定
にはなっていない医師は前ステップで指名
した病院の次の希望病院（今までj回仮マッ
チしていたら第k−j希望の病院）を指名す
る。ただし、前ステップで希望病院を指名
し尽くしてもアンマッチであった医師はア
ンマッチ確定とする。また、各病院は指名
してきた医師の中で希望順位表に載ってい
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　このアルゴリズムも必ず有限ステップ数で止ま
り、生成されたマッチングでは各医師は高々一つ
の 病 院 と し か マ ッ チ し な い。Kamada and 
Kojima （2010）は、このメカニズムが地域定員
のもとでの安定性と耐戦略性を持つことを証明し
た。特に安定性は、JRMPメカニズムではうまく
達成できなかったことを思い出そう。これに対し
て、Flexible Deferred Acceptanceメカニズムで
は、例えば例１では、医師全員が第一希望にマッ
チする地域定員のもとで安定なマッチングが生成
されることに注意されたい。
　　Flexible Deferred Acceptanceメカニズムは
地域定員のもとでの安定性と耐戦略性を持つ。こ
れらの証明には、医師の希望順位表、病院の希望
順位表、地域の希望順位表という３つの希望順位
表を考える必要性から従前のマッチング理論を拡
張した新しい枠組みが必要となる11。しかし、こ
れらの基準が満たされることの直観的な理由は
Deferred Acceptanceメカニズムのそれとよく似
ている。 安定性は、どの医師もFlexible Deferred 
Acceptanceアルゴリズムで生成されたマッチン

ない医師をアンマッチとする。各地域はそ
の地域内の病院を指名した医師数の中でア
ンマッチとされていない医師の数を各病院
ごとに数え上げ、各病院が数え上げられた
医師数以下を配分されるような医師数の配
分の中でもっとも希望する配分を選択する
10。各病院は指名してきた医師を地域に配分
された数まで仮マッチして、他の指名して
きた医師はアンマッチとする。

仮マッチしていない医師が全員アンマッチ
確定となった時点で、仮マッチを正式マッ
チとしてアルゴリズムを終了する。

ない医師をアンマッチとする。各地域はそ
の地域内の病院を指名した医師数の中でア
ンマッチとされていない医師の数を各病院
ごとに数え上げ、各病院が数え上げられた
医師数以下を配分されるような医師数の配
分の中でもっとも希望する配分を選択する
10。各病院は指名してきた医師を地域に配分
された数まで仮マッチして、他の指名して
きた医師はアンマッチとする。

仮マッチしていない医師が全員アンマッチ
確定となった時点で、仮マッチを正式マッ
チとしてアルゴリズムを終了する。

グでのマッチ相手よりも希望順位の高い病院に
は、病院の希望順位表、設置定員、地域の希望順
位表、の何らかの理由でアルゴリズム中にアンマ
ッチとされたはずであることから分かる。耐戦略
性は、正式マッチは最後のステップでのみ決まる
ことから分かる。

６．終わりに

　本稿では、マッチング問題を経済学の問題とし
て定式化し分析する手法を紹介し、日本の臨床研
修制度の最近のメカニズム改変を分析し改善案を
提示した。前節で述べたようにFlexible Deferred 
Acceptanceメカニズムは従来のメカニズムには
な い ア イ デ ィ ア を 用 い て い る が、Deferred 
Acceptanceアルゴリズムの考え方を大まかには
受け継いでおり、それが安定性および耐戦略性が
成り立つためのキーとなっている。
　ここで、Flexible Deferred Acceptanceアルゴ
リズムと同じく、先述したJRMPアルゴリズムと
繰り返しDeferred Acceptanceアルゴリズムのど
ちらもDeferred Acceptanceアルゴリズムを改造
したものであるが、Deferred Acceptanceアルゴ
リズムの望ましい性質を必ずしも引き継いでいな
いことを思い出そう。 Deferred Acceptanceアル
ゴリズムはマッチング理論にて大変有用であるこ
とが証明されてきたが、その特長が損なわれない
ようにアルゴリズムを改良することが重要なので
あ る。 言 い か え れ ば、 問 題 解 決 の た め に は
Deferred Acceptanceアルゴリズムの正しい理解
が不可欠であり、ここに経済学の知見を生かすこ
とが出来るのである。
　しかしながら、実地に導入されたことのない
Flexible Deferred Acceptanceアルゴリズムのよ
うな新しいものを実際に応用する局面において
は、様々なモデル化されないディーテールが存在

マッチング理論とその応用：研修医の「地域偏在」とその解決策　　1�



するため、それらがどのように経済学の予測をぶ
れさせるのかが定かではない。このため、過去の
マッチングデータを用いたシミュレーションによ
る検証などによって、研修医マッチングにおいて
Flexible Deferred Acceptanceアルゴリズムを使
用した場合の効果をより正確に推定する必要性が
あろう。
　今後も経済学の研究の蓄積が実際のマッチング
問題の運営に役立つこと、そして経済学者とマッ
チングの運営側が手と手を取り合ってマッチング
問題の改善に資することを、我々は願ってやまな
い。

注
１　 こ こ で 定 義 し た 耐 戦 略 性 は、 専 門 用 語 で
“strategy-proofness for doctors”と呼ばれる性質
である。

２　この結果はRoth （2002）にまとめられている。
３　ゲーム理論に詳しい読者は、ナッシュ均衡と支

配戦略均衡の違いと関連づけて考えていただいて
差し支えない。

４　正確な証明はRoth and Sotomayor （1990）、坂
井・藤中・若山（2010）などを参照されたい。

５　ここでは、各病院の目標定員の算定基準の骨子
だけを述べている。目標定員の算定は他の条件も
加味され厚生労働省が管理している。

６　慎重な読者は、地域定員のもとでの強安定性を
常には満たすことができないのであれば地域定員
のもとでの強安定性に依拠した例１でのJRMPメ
カニズムに対する問題点の指摘は意味をなさない
のではないかと思われるであろう。これはもっと
もな指摘である。後述するように、Kamada and 
Kojima （2011）は、JRMPメカニズムは定義４で
定 義 す る 代 替 的 な 安 定 性（ こ れ はFlexible 
Deferred Acceptanceメカニズムによって常に達成
できる）を（基本的に例１に記述したのとほぼ同
じ理由で）満たさないことを示した 。本稿では
JRMPメカニズムの問題点を早めに指摘するため
に議論の順序を逆転させた。

７　詳細はKamada and Kojima （2010）の補論を参

照のこと。
８　この空席分配のルールは、空席を他病院に移行

して目標定員を減らした病院に再び空席を移行し
て定員を増加させることは無いように定める。

９　この手続きは有限回で終了することが証明でき
る。

10　地域の希望順位表で同順位であるような医師数
配分には、予めさらに順位付けをしておくとしよ
う。一般的な扱いについてはKamada and Kojima 

（2010）を参照されたい。
11　この枠組みは「契約付きマッチング（matching 

with contracts）」と呼ばれる。Hatfield and Milgrom 
（200�）、Hatfield and Kojima （200�）、Hatfield 
and Kominers （2010）を参照のこと。 
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in rural areas. Most of the discussions are based on Kamada and Kojima （2010） while some new examples and 
discussions are provided. 

［Keywords］  Matching, Stability, Strategy-Proofness, Regional Caps

＊１　Graduate Student, Department of Economics, Harvard University: ykamada@fas.harvard.edu
＊２　Assistant Professor, Department of Economics, Stanford University: fkojima@stanford.edu
＊３　Professor, Department of Economics, Gakushuin University: jun.wako@gakushuin.ac.jp



　「教育と健康の関連性についての研究が行われ
ている全ての国において、長寿の要因として研究
者たちが一様に同意する社会的要因の１つが、教
育である。教育は、人種よりも重要であり、所得
の効果ですら打ち消す要因である」 1）

　「黒人男性を例外として、近年における25歳時
点での平均余命の延伸は、教育水準の相対的に高
いグループで発生しており、教育水準の差による
平均余命の差は約30％にまで拡大した。」 2）

１．はじめに

　数多くの研究において、最終的な教育年数が健
康と重要な相関を持つことが示されている。この

特別寄稿

教育への投資は健康を改善するか？
山田直志教授追悼記念講演　2011年９月19日　医療経済学会第６回研究大会

マイケル・グロスマン＊１

（翻訳および文責　野口　晴子＊2）

相関は、健康状態が死亡率、罹患率、主観的指
標、心理学的指標などのいずれによって測定され
たかにかかわらず、更に、観察単位が個人か集団
かということにかかわらず観察される。しかしな
がら、これが、学校教育年数から健康への因果関
係を反映しているかどうかについての見解は一致
していない。教育年数と健康との相関は、一部、
逆の因果関係（原因と結果が逆になった関係）に
因るかもしれない。平均寿命の延伸は学校教育へ
の投資から得られる収益を増加させるかもしれな
いし、健康な生徒ほど長期間にわたり学校に通う
かもしれないからだ。また、こうした相関は、学
校教育年数と健康の両者を同じ方向に変化させる

「除外された第３の変数（脱落変数）」の効果を反
映しているかもしれない。
　過去40年間、この問題に焦点を当てた膨大な数
の理論的・実証的研究が行われてきた。本稿では、
そうした既存研究のいくつかに触れ、そこから学

抄　　録

　数多くの研究において、最終的な学校教育年数が健康と重要な相関を持つことが示されている。しかし、この相関が学
校教育から健康への因果関係を反映しているのか否かについては、いまだ一致した見解が得られていない。この相関は、
一部、逆の因果に因るかもしれないし、学校教育と健康の双方を同じ方向に変化させる「除外された第３の変数（脱落変
数）」を反映しているのかもしれない。過去40年間に、この問題に焦点を当てた膨大な数の研究が行われてきた。本稿で
は、それら既存研究のいくつかに触れ、そこから学ぶべきことついて論じることにする。

キーワード：教育投資と健康、生産効率性アプローチ、配分効率性アプローチ、内生性、時間選好、脱落変数、操作変数、
差分の差分法
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ぶべきことについて論じることにする。本稿の大
部分は、個人の健康と学校教育との関係、そし
て、子どもの健康と両親の学校教育との関係につ
いての実証研究を概観する。
　本稿は、2011年の医療経済学会における山田直
志（筑波大学・人文社会科学研究科・教授）の追
悼記念講演論文である。したがって、話を先に進
める前に、山田直志氏と私との関係、また彼の研
究と本稿との関係について述べたい。私と直志と
の出会いは、彼がニューヨーク市立大学大学院の
経済学博士課程において私のミクロ経済学の講義
を履修した1976年９月のことである。当時、彼は
ニューヨーク市立大学の一部であるBrooklyn 
Collegeの経済学修士課程の学生だった。私はそ
の時既に４年間大学院で教えていたが、ミクロ経
済学の講義をもったのはその学期が初めてだっ
た。以来、私は秋学期にミクロ経済学を教えるこ
とになった。つまり、私と直志は共に新たな旅路
に乗りだしたということになる。彼の旅路の目的
はPhDを取得することであり、私にとっては大学
院でのミクロ経済学をうまく教えられるようにな
ることであった。
　1976年と1977年に彼が大学院で受講していた他
の講義と同様、直志は私の講義においても群を抜
いていた。1977年の秋に、彼はニューヨーク市立
大学の経済学博士課程に、正規の学生として入学
した。当時、医療経済学は極めて新しい分野であ
り、１つの講義を設置するほどの需要はほとんど
なかった。したがって、私は1974年の秋以来、労
働経済学と人的資源の経済学を教えていた。直志
はこれらの授業を受講していた。今だから告白す
るが、私は「こっそりと」これらの講義に医療経
済学のエッセンスをしのびこませていた。私の目
的は、学生を刺激し、医療経済学の論文を書かせ
ることだった。嬉しいことに、直志に関してはこ
れが成功した。彼が1981年にPhDを取得した時、

彼は、現在までに私の指導のもとで論文を書き上
げた102名のうち、23番目の学生となった。
　私の直志との関係は、すぐに「教員と学生」か
ら、「友人」、そして、「同僚」になった。彼は1981
年９月から1988年６月まで、Brooklyn Collegeに
おいて教育に従事した。また、当該期間におい
て、彼は、当初はファカルティー・リサーチ・フ
ェローとして、ついでリサーチ・アソシエイトと
して、全米経済研究所（NBER）に籍を置いてい
た。私自身の全米経済研究所との関わりは、1966
年６月にVictor Fuchsが私をリサーチ・アシスタ
ントとして雇った時に遡る。私と直志との関係
は、プライベートでも仕事でもとても上手くいっ
ており、1978年には、彼の兄である哲司がニュー
ヨーク市立大学大学院博士課程に入学した。そし
て、哲司もまた、私の指導のもと、1987年に博士
論文を書き上げた。直志と哲司は（私のもとで
PhDを取得した）兄弟の第１号となった。
　直志の研究、特に彼の博士論文と本稿との第１
の類似点は、医療経済学における基本的な関係の
因果的性質に取り組んでいることである。直志の
場合、それは出生と乳児死亡との関係であった。PhD
論 文3）（ 後 に、Southern Economic Journal 4）と
Population Review 5）に掲載された）の中で、 彼
はGranger（1969）6）と Sims（1972）7）の手法を発
展途上国と先進国の長期にわたる時系列データに
応用することにより、上記の因果関係の性質を検
証した。私の知る限りでは、彼はこの推定法を用
いた初めての医療経済学者だった。そして、私
は、彼の貢献は大きいと考えている。
　直志のこのトピックに対する関心は、Robert 
Michaelのワーキング・ペーパーにある程度の刺
激を受けたものであった。Michaelの研究は、
Granger-Simsの方法を用いて、アメリカにおけ
る既婚女性の出生、離婚、労働参加の因果関係を
分 析 し た も の で あ る（Michael 1977 8）; 後 に
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Michael（1985）9）として刊行）。私は、Michaelの
論文にざっと目を通したが、当時、私自身、この
方法論についてなにも知らなかった。直志は、こ
の一連の研究を掘り下げ、出生率と乳児死亡率と
の関係を分析するのに非常に適した方法であると
私を納得させた。直志と私は、これらの方法につ
いてもっと多くのことを学び始めた。彼の論文に
よって証明されている通り、彼はその試みにおい
て私よりずっと成功したと言える。
　出生と乳児死亡の関係は単なる因果関係の問題
である以上に、健康と学校教育の関係と共通する
ところが多い。乳児死亡の減少は、平均寿命を延
伸し、そのことによって学校教育からの収益を回
収できる期間も長くなる。このことは、良好な健
康状態が教育期間の延長につながるという因果関
係を示唆している。出生率の減少は、健康と学校
教育が反映しているように、両親が子どもの質を
高めようとする動機付けになる。このことは、出
生率が、健康と教育の双方に影響を及ぼす第３の
変数であることを明示している。
　直志は、教育と健康の関係についても研究して
いる。Health Economicsに掲載されたアルコー
ルとマリファナの使用が高校卒業率に影響を及ぼ
すという研究がその一例である10）。彼は、これら
の嗜好品の頻繁な使用が、高校を卒業する確率を
低下させることを見出した。この結果は、健康か
ら教育という因果関係を示唆している。
　本稿の第４節で示すように、教育から健康への
因果関係を生じさせる多くの理論は、健康の決定
要因に関する経済モデルに大きく依存している。
これらのモデルでは、健康が効用関数に含まれる
ために、また、人的資本の構成要素として所得を
決定するために、健康が需要されることになる。
健康は、消費者によって、医療サービスや他の要
素を投入することで生産される。そして、医療サ
ービスに対する需要は、こうした生産要素に対す

る派生需要とみなされる11. 12, 13）。
　直志の２つの論文は、健康が家計における生産
のアウトプットであり、医療サービスに対する需
要は、健康需要関数と生産関数の相互作用から派
生するという概念に実証的根拠を示した。実際に
彼は、Journal of Human Resourcesの論文で、二
段階最小２乗法を用い、日本における乳幼児生存
生産関数（infant survival production function）
を推定した14）。これらの生産関数には、様々な生
産要素が含まれている。たとえば、栄養摂取量、
医療サービス、喫煙量、アルコール摂取量、環境
的要素などである。また彼は、Labor Markets and 
Firm Benefit Policies in Japan and the United 
States（National Bureau of Economic Research 
conference volume）（シカゴ大学出版会）という
本の中の論文で、日本において健康診断の需要
が、より基本的な健康需要から生じていることの
実証的な根拠を提示した15）。これら２つの論文で
は、健康の決定要因に対して経済学的アプローチ
の活用が妥当であること、また、なぜ学校教育が良
好な健康に帰結するかに対する説明が、あますとこ
ろなく示されている。
　本稿での議論に立ち戻り、話を先に進めるため
に、次節では、アメリカにおける最終学歴、乳児
死亡率、年齢調整死亡率についての1900年代初期
から現在に至るまでの時系列データを概観する。
第３節と第４節で、それぞれ健康から教育、教育
から健康への因果関係の概念的フレームワークを
提示する。第５節では、健康と教育の両者を同方
向に変化させる可能性があり計測が難しいという
性質をもった、「第３の変数」の役割について触
れる。
　第３節から第５節では、関連する実証的エビデ
ンスについて述べる。ここでは、因果関係を特定
しようと試みた研究と、諸研究が直面した分析上
の困難さについても一定程度触れておきたい。本



24　　医療経済研究　　Vol.23  No.1  2011

稿では、教育と健康との因果関係を指摘し、疑問
を投げかけた古い論文と、洗練された計量経済学
的手法によって因果関係を読み解こうと試みた最
新の論文を選んで紹介する。

２. 健康と教育のトレンド

　表１は、1910年から2000年までの米国におけ
る、健康と教育水準の推移を示している。表１で
は、これらのアウトカムが20世紀を通じて劇的に
改善したことが見て取れる。とりわけ、乳児死亡
率は約20分の１に減少しており、年齢調整済死亡
率は、約３分の１に減少している。同時に、４年制大
学以上を卒業した者の割合は約10倍に増加した。
　表１に示した推移を要約するために、２つの死
亡率をそれぞれ教育変数とトレンド項に回帰させ
た。教育と時間の高い相関を考慮するなら、これ
らの回帰式の推定はおそらく科学というより一種
のアートである。おおまかに言って、私の手順

は、１次、２次、３次のトレンドによる式を試し
てみて、最も残差が小さかったものを１つ選ぶと
いうものである。乳児死亡率に関しては、３次の
トレンド項を入れたモデルが、他の２つより良い
パフォーマンスを示した。年齢調整済死亡率に関
しては、２次、３次のトレンド項を入れたモデル
がほぼ同じだった。乳児死亡率と年齢調整済死亡
率の式の双方の整合性を保つために、３次のトレ
ンド項を採用した。年齢調整済死亡率の式におけ
る教育の係数は、（２次のトレンドか３次のトレ
ンドかという）選択によって大きく変化すること
はなかった。
　推定結果は表２に示される。教育変数は、1910
年、 1920年、 1930年、 1940年、 1947年、 1950年、 
1952年、 1957年、1959年、1960年、1962年、1964
年〜2002年（2002年は、本データを作成した際に
利用できた最新の年である）。年齢調整済死亡率
の式については、（年齢調整済死亡率が2001年で
終わっているので）49の観測値が利用できる。

年次 乳児死亡率
（1,000の出生に対する死亡児数）

年齢調整死亡率
（人口10万人当たりの死亡者数；

基準年は2000年）

高等教育修了率
（25歳以上人口における４年制

大学以上の修了者の割合）
1910 131.8 2,317.2 2.7
1920 92.2 2,147.1 3.3
1930 69.0 1,943.8 3.9
1940 54.9 1,785.0 4.6
1950 33.0 1,446.0 6.2
1960 27.0 1,339.2 7.7
1970 21.4 1,222.6 11.0
1980 12.9 1,039.1 17.0
1990 9.7 938.7 20.3
2000 7.4 869.0 25.6

表1　1910年〜2000年のアメリカ合衆国における乳児死亡率、年齢調整死亡率、教育の達成度

乳児死亡率 年齢調整死亡率
高等教育修了率 −1.617

（−5.06）
−28.95

（−3.96）
R2 0.996 0.990

F-statistic 2,814.71 1,078.82

表2　乳児死亡率と年齢調整死亡率の回帰分析a

a�それぞれの推定式は定数項と三次のタイムトレンドを含む。（）内
はt-値。
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　各式において、教育の係数は負の値を示し、統
計的にも有意だった。学校教育の増加によって、
1910年から2000年にかけての約30％の乳児死亡率
の減少、及び、約48％の年齢調整済死亡率の減少
が「説明される」。これは、健康から教育へとい
う逆の因果や、除外された第３の変数（脱落変
数）を考慮していないため、あくまでも、単純計
算の上での説明である。こうした諸問題につい
て、とりわけ後者の問題については、後節におい
て検討する。次節では、健康と教育との相関を生
じさせる理論的フレームワークとマイクロ・デー
タから導き出される根拠に焦点を当ててゆく。

３. 健康から教育への因果関係

　健康な生徒より不健康な生徒のほうが病気によ
って学校を休みがちであることはほぼ間違いな
く、在学期間における学習量も少ないかもしれな
い。上記２つの要因が共に、幼少期の不健康が教
育達成に対し、（最終的には修了教育年数に対し
て）負の影響を与えることを示唆している。さら
に、もし過去の健康が現在の健康状態の投入要素
となっているならば、この因果関係の経路は、長
期にわたる影響を持つことになる。したがって、
学生以外の者についても、健康と教育の間の正の
相関は、過去の健康状態を調整していない場合、
健康から教育への因果関係を反映している可能性
がある。また、死亡率の低下は教育投資からの収
益を回収しうる期間を延ばすことになるため、健
康は教育年数を増やすかもしれない。
　Edwards and Grossman （1979）は、1963年か
ら1965年に行われた（旧）『米国全国健康調査

（the U.S. Health Examination Survey: NHES）』
（現在は、『米国全国健康・栄養調査（National 
Health and Nutrition Examination: NHANES）』）
の第２回目調査（Cycle II：通称、NHES II）を

用いて、出生時に低体重であると、６歳から11歳
における学校のテストの成績に負の影響があるこ
とを報告している16）。Case, Fertig, and Paxson

（2005）は、1958年の『英国全国児童発達調査』
（British National Child Development Study: 
NCDS）という貴重なデータ・セットを用いて、
人生におけるより遅い段階でも上記と同じような
結果が見出されることを報告している17）。この調
査は、1958年の３月３日の週に、イングランド、
スコットランド、ウェールズで生まれた全ての子
どもを、誕生から42歳まで追跡したものである。
出生時に両親が面接調査され、その後、健康と社
会経済状態に関する情報が７歳、11歳、16歳、23
歳、33歳、42歳の時に収集されてきた。彼らが用
いたアウトカム指標は、16歳時にO-Level（英国
におけるナショナルカリキュラムの中等教育修了
資格試験であるGeneral Certificate of Secondary 
Education：通称Ordinary Level）の試験に通っ
た科目数（英国における学校修了を予測する重要
な指標）と23歳時点までに修了した学歴である。
　Caseらの研究は、Edwards-Grossmanの研究よ
りも先んじている。なぜなら、Caseらの研究結
果は、幼少時の健康が学校教育に対してより長く
恒久的な影響を持つことを示唆しているからであ
る。だが、いずれの研究も、両方のアウトカム

（健康と教育）に正の影響を及ぼす遺伝形質を調
整していない。Behrman and Rosenzweig（2004）18）

とBlack, Devereux, and Salvanes（2007）19）は、一
卵性双生児のあいだの出生時体重の違いが最終教
育年数に違いをもたらすか否かを検証すること
で、この問題に取り組んだ。双生児内での差異を
利用した推計の結果、出生時体重の教育への影響
は両方の研究で正を示し、そのインパクトは少な
くとも最小２乗法による推計結果と同程度に大き
かった。
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４. 教育から健康への因果関係

生産効率性アプローチ
　私は、健康の生産と健康に対する需要のモデル
の文脈において、生産効率性の効果の存在によっ
て教育が健康に影響を及ぼしうるモデルを開発し
た11, 12, 13）。私のモデルは、Becker（1965）20）によっ
て初めて開発され、それを更に拡張したMichael

（1972; 1973）21, 22）のフレームワークに依拠してい
るが、（それらより）いくぶん複雑である。なぜ
なら、私のモデルには、ライフサイクルにおける
耐久的な健康ストックの最適経路の選択、それに
対応した健康ストックに対する粗投資のプロファ
イル、及び、粗投資生産関数に対する様々な投入
要素のプロファイルが含まれているからである。
私のモデルはまた、健康を需要することの投資的
動機と消費的動機の両方を内包している。消費財
として、健康は直接的に効用の源となる。他方、
投資財としての健康は、ある一期間において、市
場で働くために割り当てられうる時間数と非市場
において生産活動を行うために割り当てられうる
時間数の総計を決定する。
　健康が効用関数に直接投入されない純粋投資モ
デルの静学的なケースを採用することによって、

（アウトカムとしての）健康と投入財としての健
康の両者に対する需要への教育の影響を分析する
のに必要な側面を維持しつつ、私のモデルを単純
化してみる。ある期間（たとえばある年）におい
て、市場と非市場において生産に割り当てられう
る時間数の総計（h）は一定ではない。それは、
むしろ健康（H）の増加関数である。なぜなら
ば、健康の増進は、病気や怪我によって、これら
の活動（市場や非市場における生産）が損なわれ
る時間数を減少させるからである（∂h/∂H≡G 
>0）。仮に対象となる期間が１年であるとするな

らば、健康の生産には8,760時間（つまり365日×
24時間）という上限があるので、Hが上昇すると
健康の限界生産は減少する（∂2h/∂H2≡GH<0）。
健康は医療サービス（M）という投入財と消費者
の時間（T）によって生産される。

（１） H＝eρSF（M,T）,

ここで、Sは最終的な教育年数、ρは正のパラメ
ータであり、健康生産関数Fは、MとTに関して
一次同次（linear homogeneous）である。教育に
は、ある一定量のMとTから得られる健康の量を
それが引き上げるという意味で、生産効率性に対
し、効果がある。Hはこれら２つの投入要素に関
して一次同次なので、教育年数の長期化はそれら
の投入要素の限界生産を平均的に上昇させる。

（１）式の特定化は、Sの１単位の増加が、それ
ぞれに限界生産を同じパーセント分（ρ）引き上
げることを仮定している。
　消費者はWh - πHを最大化する。ここで、 W
は賃金率、π は健康を生産するのにかかる限界
または平均の費用である。最適なHに関する一階
の条件は、

（２） WG＝π.

この式を用いて、学校教育が一単位増加（長期
化）することによって引き起こされる最適なHと
Mの変化率に関する式が得られる：

（３） ∂lnH∂S ＝ερ

（４） ∂lnM∂S ＝（ε−1）ρ,

但し、

（５） ε≡− G
HGH

.

（３）式と（４）式によって要約される効果は、
賃金率と医療サービスの価格を一定にする。
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　パラメータεは、Hに関する健康の限界生産（G）
の弾力性の絶対値をとり、逆数にしたものであ
る。私は、健康の生産には上限があるので、εは
１より小さい値をとる可能性が非常に高いことを
示した11, 12, 13）。この条件が成り立つとすると、学
校教育年数が長くなれば、健康の需要量は増加す
るが、医療サービスの需要量は減少することが予
想される。
　Grossman（1972b）は、1963年に、シカゴ大
学の医療管理学センター（The Center for Health 
Administration Studies）とナショナルオピニオン
センター（The National Opinion Research Center）
が全米において全国規模で実施した調査によっ
て、学校教育が、健康の主観的指標には正の影響
を与え、傷病のために失われる労働日数や傷病の
ために活動が制限される日数に対しては負の影響
を与えることを報告している12）。これらの結果
は、週当たり賃金率、財産所得、年齢、その他の
変数を調整したうえでのものである。医療サービ
スの需要関数（医師・歯科医・入院治療・処方薬・
非処方薬・非医療施術者・医療器具への個人の医
療支出によって測られる）では、教育の係数は正
だが、統計的に有意ではない。この結果は、健康
の限界生産物の弾力性の逆数が絶対値で１より小
さくなるはずである私の純粋投資モデルとは整合
的ではない。だが、ここでは、医療サービスに関
しては、極めて集計度の高い指標を使わざるをえ
ず、加えて医療保険に関する情報がなかったこと
に留意されたい。手厚い医療保険は医療サービス
への需要を増やし、医療保険のカバレッジ（手厚
さ）と教育は正に相関しているため、私の推計し
た教育効果にバイアスがかかり、ゼロには程遠い
値を示しているのかもしれない。
　Wagstaff（1986）では、生産効率性仮説に対し
私が試みた検証結果と比べ、好ましいより確かな
証拠が得られた。彼は、1976年の『デンマーク福

祉調査』（Danish Welfare Survey）を用い、多
面的な指標によって私の健康需要モデルを推計し
た23）。彼は19の非慢性疾患について主成分分析を
行い、身体可動性、精神的な健康状態、呼吸系の
健康状態、痛みの存在を代表する４つの健康指標
を得た。そして、彼はこれら４つの変数を、観察
不可能な健康ストックの指標として用いた。彼の
推 定 方 法 は、Jöreskog（1973）24） とGoldberger
（1974）25）によって開発されたいわゆるMIMIC
（multiple indicator-multiple causes）モデルであ
り、Jöreskog and Sörbom（1981）における最尤
法を採用している26）。概念的なレベルと実証的な
レベルの両者で健康の多面的な性質を考慮してお
り、彼の論文の貢献は他に類がない。
　Wagstaffは、教育が、彼が作成した健康指標に
対して有意に正の影響を及ぼし、また過去８か月
の間に医師を訪問した回数に対しては有意に負の
影響を与えていることを報告している。後者の結
果は私が得た結果とは整合的ではない。その違い
を説明する１つの要因は、Wagstaffが私の研究よ
りはるかに精緻な医療サービスの利用状況に関す
る指標を用いたためと考えられる。もう１つ別の
要因は、Wagstaffが医療サービスの受診価格に関
する変数を調整できたことである23）。デンマーク
では、政府が医療サービスにかかる費用を金銭面
でがなり手厚く助成しているため、調査対象者が
医師の場所まで移動するのにかかる時間（トラベ
ルコスト）を受診価格とした。1986年の 『西ドイ
ツ社会経済パネル調査』（West German Socio-
economic Panel : GSEOP） を 用 い たErbsland, 
Ried, and Ulrich（1995） は、類似したアプロー
チによって、Wagstaffと似た結果を得ている27）。

配分効率性アプローチ
　生産効率性アプローチでは、あたかも市場部門
における技術進歩が生産プロセスの効率性を引き
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上げるかのように、知的資本の増加や教育年数の
長期化は、非市場部門つまり家計部門における生
産プロセスの効率性を引き上げる。このアプロー
チに反論する人びともいる。健康を生産するとい
う特定の文脈において、Deaton（2002, p. 21）
は、「多くの健康に関する経済モデルでは、教育
は健康の生産者としての人びとの効率性を高める
ものとみなされている。こうした表現は示唆的で
はあるが、そこに内在するメカニズムについては
明示的ではない」と書いている28）。また、乳児の
健康生産に取り組んだ研究で、Rosenzweig and 
Schultz（1982, p. 59）は、「様々な投入要素が生
産関数から除外されていないのであれば、教育が
実際にどのようにそうした投入要素の限界生産に
変化を与えるかについては明確でない。つまり、
ある投入要素を変化させることなく、学校教育が
健康の生産に影響を及ぼしうることは考えにく
い」と主張している29）。
　Deaton及びRosenzweig and Schultzによる主
張は、教育の配分効率性効果を指摘している。教
育水準の高い者と、そうでない者とが、ある財を
生産するのに必要な投入要素の組み合わせに関し
て、異なった組み合わせを選ぶような状況に関係
している。教育水準の高い者が選んだ組み合わせ
は、そうでない者が選んだ組み合わせよりも、よ
り 多 く の 財 を 産 み 出 す。 上 記 で 引 用 さ れ た
DeatonとRosenzweig and Schultzの発言が示唆
するように、教育は、それが投入要素を変化させ
ない限り、生産物にはなんの影響ももたらさず、
もしあらゆる関連する投入要素が（生産関数式
に）含められれば、生産関数における教育の係数
はゼロとなるだろう。配分効率性アプローチの理
論的な基礎は、Rosenzweig and Schultz（1982）29）, 
Kenkel（2000）30）, Glied and Lleras-Muney（2008）31）, 
de Walque（2007; 2010）32, 33）の他、Grossman（2006）34）

で論じられている研究などに見られる。これらの

研究では、健康生産関数の多変量的な性質が正確
に認識されており、医療サービスに加え、食習
慣、喫煙、アルコール飲用といった様々な市場財
の投入要素が生産関数に投入されている。これら
のなかには、健康の生産において負の限界生産を
示すものもある。たとえば、喫煙は健康に悪い
が、それは同時に効用に対して正の影響を与える

「喫煙の悦楽」という財を生み出すので、少なく
とも一部の喫煙者にとっては効用を高めているの
である。このため、配分効率性モデルは、非市場
部門における結合生産を内包している。これらの
モデルのなかには、（生産関数への）総合的な時間
の投入を、運動や減量といった活動に割り当てら
れる時間に置き換えているものもある。
　典型的には、配分効率性アプローチでは、より
多くの教育を受けた者ほど生産関数の本質につい
てより多くの情報を持っていることが仮定されて
いる。たとえば、より多くの教育を受けた者は喫
煙の悪影響や正しい食習慣についてより多くの知
識を持っているかもしれない。加えて、より多く
の教育を受けた者ほど新しい知識に即座に反応す
るかもしれない。これらのアプローチは先天的な
健康の役割にも注意を払っている。明らかに、先
天的な健康状態が良好であれば、現在の健康は向
上する。とは言え、正の限界生産性を有する投入
要素に対する需要が落ちる一方で、負の限界生産
性を有する投入要素に対する需要は増えるかもし
れない。
　新しい情報が利用できるようになったり、新し
い医療技術が導入されたりするような状況は、配
分効率性仮説を分析・検証する絶好の機会である
と言える。なぜなら、この効果についての分析の
ほとんどは、教育水準の高い者ほど新たな（医療
の）進歩に即座に反応することを仮定しているか
らである。1980年代初頭以来のHIV／AIDSの蔓
延はそのような機会を提供したと言える。de 
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Walque（2007）は、ウガンダにおけるHIV／AIDS
の防止キャンペーンから10年以上たって、教育水
準によりHIV罹患率の格差にかなりの変化があっ
たことを見出した32）。1990年にはなんの相関もな
かったが、2000年までに、教育のある者ほど、若
者の間で陽性HIVに感染するリスクが低くなって
いた。彼は、学校教育とコンドームの使用との間
には正の相関があることも報告しており、これが
彼の発見を部分的に説明すると思われる。
　Glied and Lleras-Muney（2008）は、全ての疾
患の死亡率を説明する55の疾患ごとの死亡率と学
校教育との関係、及び、癌について81の異なる部
位ごとの死亡率と教育との関係に焦点を当てた31）。
医療技術の進歩が最も速い病気や癌において、教
育が死亡率に及ぼす負の影響が最も大きいという
のが、彼らの研究の主要な結果である。

５. 除外された第３の変数（脱落変数）

　健康と学校教育は両方とも内生的なので、観察
されない第３の変数が両者を同じ方向に変化させ
ているのかもしれない。「第３の変数」（脱落変
数）仮説が注目を集めたのは、学校教育が健康を
改善しているかどうかを評価する際であった。と
いうのも、学校教育と健康との内生性が、学校教
育が所得に対して及ぼす正の影響１の推定値に
は、能力に関する変数が除外されていることによ
る上方バイアスがあるという仮説と関係している
ためである35）。Fuchs（1982）は、第３の変数と
して時間選好を挙げている36）。彼はより将来志向
の個人（将来に対する時間選好が高い、つまり割
引率の低い個人）はより長い期間学校に通い、自
身や子どもの健康により多くの投資をする。した
がって、もし時間選好を調整できないならば、学
校教育がこれらの指標（健康や所得）に与える効
果にはバイアスがかかることになる。

　時間選好の内生性を考慮したモデルは、健康を
アウトカムとする推定式における時間選好の解釈
に重要な修正を施した。たとえば、時間選好仮説
の主唱者は、現在に対する時間選好率の低下が学
校教育年数の延長につながることを仮定してい
る。 だ が 他 方 で、Becker and Mulligan（1997）
は、因果関係は逆の方向に働いているかもしれな
いと主張している37）。すなわち、学校教育年数の
延長が、現在に対する時間選好率の低下をもたら
しているかもしれないということである（あるい
は、将来に対する時間選好率の上昇をもたらすか
もしれない）。彼らは、現在に対する時間選好率
が小さいほど、生涯効用の現在価値はより高くな
ると指摘する。したがって、消費者は現在に対す
る時間選好率を低下させるような投資行動をとる
インセンティブをもっている。
　そして、Becker and Mulliganは、所得もしく
は資産が増えると、時間選好を低下させるような
投資の限界費用は低くなり、限界便益は高まるこ
とを示した37）。限界便益はまた、寿命が長くなる
ほど大きくなる。したがって、教育は所得と寿命
を増加させるので、均衡における時間選好率は教
育水準が上昇するほど低くなる。その上、より多く
の教育を受けた者は、現在に対する時間選好率を低
下させる投資をより効率的に行えるだろう。それ
は健康生産と関係しない生産効率性の一形態であ
る。
　Fuchs（1982）は、電話調査で、現在における
ある額のお金と、将来におけるより多額のお金の
どちらかを選ばせる質問を回答者にすることで時
間選好を計測した36）。彼は、健康状態を被説明変
数とし、学校教育を説明変数の１つとする重回帰
分析に時間選好の指標を含めた。Fuchsは、学校
教育の効果が時間選好によるものであるとは証明
できなかった36）。後者（時間選好）の係数は、負
の符号を示したが、統計的に有意ではなかった。
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時間選好と学校教育が同時に推定式に含まれる
時、後者（学校教育）は前者（時間選好）を凌駕
する。これらの結果はロングアイランドにおける
少数の成人サンプル調査対象としたものであり、
試験的な時間選好指標に基づいたものに過ぎない
ので、予備的な結果とみなされなければならな
い。オランダにおける代表性の極めて高い大標本
を用いた最近の研究で、Van Der Pol（2011）は
似たような結果を報告している38）。主観的健康指
標、慢性の持病の有無、肥満になる確率が被説明
変数となる回帰式に時間選好が含まれると、学校
教育の係数はわずかに小さくなる。
　広く引用された研究であるFarrell and Fuchs

（1982）において、彼らは、学校教育が（不健康
の重要な決定要因である）喫煙に影響を与えると
いう仮説を棄却している39）。24歳時における修了
教育年数が、その人（調査対象者は、少なくとも
高校卒業者か17歳の高校生）の17歳と24歳時点喫
煙開始に対して同程度に負の効果をもっていたか
らだ。彼らは、観察された関係は時間選好のみに
因るものと結論付けている。de Walque（2010）
は、「差分の差分」法（difference-in-differences 
methodology）を用いて、より詳細にこの問題を
検証した33）。Farrell and Fuchsと同様に彼は、大
学卒業が、大学卒業前後で喫煙確率に与えた影響
に焦点を当てた。彼らとは異なり、de Walqueは、
24歳よりずっと年長の者の喫煙行動を調べた33, 39）。
　彼のアプローチを単純化するために、同一の個
人について17歳点（t=０）と45歳点（t=１）の
データが利用できると仮定しよう。また、dを大
学卒業の有無を識別する二値変数とする。推定さ
れるのは、下記の喫煙行動（ct）に関する線形確
率モデルである。

（６） ct=φ０+φ１t+αd+βdt.

係数αは、トリートメント・グループ（大卒）と

コントロール・グループ（非大卒）とで異なる測
定不可能な属性を捉える。係数（φ1）は、両グ
ループに共通する時間・年齢効果を捉える。系数

（β）が、大学卒業が喫煙行動に及ぼす真の因果
関係を捉えることになる。
　de Walqueによるαとβの推定値は、統計的に
有意に負であった。βのαに対する割合は、1950
年代生まれのコホートでおおよそ0.4であった33）。
大学卒業が喫煙行動に与える影響の70％を時間選
好が説明し、学校教育から喫煙習慣への因果関係
は観察される相関の30％を説明すると結論する誘
惑にかられる。だが、αに集約される効果の少な
くとも一部は、直接的または（時間選好を通じ
て）間接的に両親の教育と相関する要因を反映し
ているかもしれないことには注意されたい。
　Becker and Mulligan（1997）の内生的時間選
好モデルは、上記の問題を理論的に支持してい 
る37）。両親は、子どもをより将来志向に育てるこ
とで、成人になってからの健康をも含む子どもの
将来の健康状態を引き上げることができる。学校
教育の修了年数は大体25歳から30歳以上では時間
を通じて一定な変数である。他方で、成人の健康
は一定ではない。したがって、両親はおそらく後
者よりも前者に対して重大な直接的影響を及ぼし
ている。子どもの教育年数を延ばす投資をするこ
とで、両親は、子どもの現在に対する時間選好率
を引き下げ、喫煙する動機を減らしもする。
　Cowan（近刊）40）も、Farrell and Fuchs（1982）39）

の結果の解釈に疑問を投げかけている。彼は、大
学授業料が若者の危険な行動に与える影響につい
て検証している。大学授業料の下落は、若者の大
学進学への期待を高め、性行動、喫煙、過度な飲
酒、マリファナの使用を減少させる。これら観察
された事実は、将来の学校教育に対する期待が、
健康にリスクを及ぼす行動に影響することを示し
ており、それが健康と教育達成度の相関にも寄与
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している。
　学校教育と時間選好の健康に対する限界効果を
確実に推定するためには、学校教育と時間選好の
両方向の因果関係を許容する方程式体系におい
て、両者を内生的に扱う必要があるだろう。時間
選好を測定すること、この方程式体系を識別する
ことが困難なので、それを推定する試みは今のと
ころなされていない。しかし、学校教育を内生的
に扱い、操作変数法によって学校教育の健康への
影響を推定する極めて有望な一連の研究は存在す
る。これら一連の研究は、学校教育が健康に及ぼ
す直接的影響と時間選好を通じた間接的影響を識
別しようとするものではない。後者の変数は健康
の式では誤差項として取り扱われ、学校教育と相
関すると仮定される。考え方としては、学校教育
とは相関するが、時間選好とは相関しない操作変
数を見つけることである。これらの変数が、２段
階最小２乗法（とその変形）による健康の式の推
定において、学校教育に関する操作変数となる。
　この一連の研究の例として、Lleras-Muney

（2005）41）、Currie and Moretti（2003）42）及びChou, 
Liu, Grossman, and Joyce（2010）43）が挙げられ
る（その他の例としては、Chou, Liu, Grossman, 
and Joyce（2010）を参照43））。Lleras-Muney（2005）
は、1915年から1939年の義務教育法施行を利用し
て、1960年・1970年・1980年における継続的な米
国国勢調査（U.S. Census of Population）の疑似
コホートにおいて、学校教育が死亡率に与える影
響の一致推定量を得た41）。この操作変数は、特
に、生まれた州や14歳時に居住していた州の属性
を調整しているため、観察されない健康の決定要
因とは相関しない可能性が極めて高い。彼女の最
小２乗法の推定結果は、学校教育が１年延びる
と、10年以内に死亡する確率が1.3％低くなると
している。彼女の操作変数（IV）法による推定
では、それが、3.6％というさらに大きな値にな

っている。
　Currie and Moretti（2003）は、1970年から2000
年の人口動態統計の個人出生証明書のデータを用
いて、米国の白人女性における母親の教育と低出
生体重の関係を検証した42）。彼女たちは、大学教
育年数の操作変数として、1940年から1990年まで
の大学開設に関する情報を利用し、女性の17歳時
点での大学教育へのアクセス可能性指標を作成し
た。操作変数法で推定し、母親の教育が低出生体
重へ及ぼす負の効果が（絶対値でみて）大きくな
ることを見出した。また、妊娠中の喫煙確率に関
する回帰式において、操作変数（IV）推定によ
る母親の学校教育の負の係数は、それに対応する
最小２乗法（OLS）の係数を（絶対値でみて）上
回ることも見出した。米国において出産前の喫煙
は、妊娠時の好ましくない帰結をもたらしうる修
正可能な因子のうち最も危険なものであるため、
彼女らは教育がより望ましい出産につながりうる
非常に可能性の高いメカニズムを明らかにしたこ
とになる。彼女たちの結果は、1950年代から1980
年代の間の母親の教育年数の延伸が、その時期に
おける低出生体重出生率の６％ポイント減少のう
ちの12％を説明することを示している。
　Chou, Liu, Grossman, and Joyce（2010）は、台
湾における自然実験を利用して、親の教育水準の
子どもの健康への影響を推定した43）。台湾政府は
1968年に、義務教育期間を６年から９年に延長し
た。その年から1973年まで、政府は254の新たな
中学校を開校した。これは、地域ごとに率は異な
るが、全国平均で80％の増加である。我々の研究
は、1968年に12歳以下だった男女をトリートメン
ト・グループに、（同年に）13歳から20歳だった
男女にコントロール・グループを割り当てた。そ
れぞれの地域内で、新しい中学校の開校数がコホ
ート間で異なることを利用して、学校教育の操作
変数を作成した。私たちはこの操作変数を用い、
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1978年から1999年の間にトリートメント・グルー
プ及びコントロール・グループにおける女性もし
くは男性の妻に産まれた幼児を対象として、母親
もしくは父親の学校教育が幼児の低出生体重や死
亡に及ぼす因果的効果を推定した。親の教育、特
に母親の教育は、実際に子どもの良い健康状態を
もたらしていた。IVの推定値は、OLSの推定値
とほぼ変わらず、制度改正に関連した学校教育の
増加により、新生児1,000人あたり約１人の命を
救うことができ、乳児死亡率は約11％減少したこ
とになる。
　上記で概観した３つの研究結果は、学校教育か
ら健康への因果関係を示唆している。時にIV推
定の結果がOLS推定の結果を上回るという結果
は、操作変数が低水準の教育しか受けていない
人々の教育選択に影響する政策介入に基づいてい
るために生じているのかもしれない（Card 2001）。
もし各個人が教育に対して異なる健康収益率に直
面しているならば、IV推定の結果は政策に影響
を受けたグループの限界収益率を反映しているだ
ろう44）。Card（2001）は、「政策評価という目的か
らは、学校教育の平均限界収益率よりも、制度改
正の影響を受けることになるグループの平均収益
率のほうが妥当かもしれない。そのような場合、
利用可能な最も良い根拠となるのは、同様の制度
改正ではあるが、より初期の制度改正に基づいた
学校教育の収益率のIV推定であろう（p.1157）。」45）

　OLS推定量よりIV推定量が大きいことに対す
る第２の説明は、OLS推定における下方バイアス
につながる確率的な測定誤差を教育変数が含むこ
とである。教育の操作変数が誤差と相関していな
い限り、IV法はこのバイアスを除去する45, 46）。第
３の説明は、個人の健康指標が、自分自身や親の
教育のみならず地域の平均教育年数に依存すると
いう点で、スピルオーバー効果が存在するというこ
とである47, 48）。

　最近の操作変数法を用いた研究における学校教
育の効果を解釈するにあたっての注意点は、第１
段階の推定で学校教育について採用された特定の
操作変数が時に弱いものであることである。もち
ろん、学校教育の外生的な小さな変化が、ある状
況において健康に大きな影響を及ぼす可能性があ
る一方、他の状況では、ほとんど何の影響も及ぼ
さないということもありうる。２番目の注意点
は、最近の操作変数法を用いた研究の全てが、学
校教育の有意な効果を見出してしているわけでは
ないということである49, 50）。さらに一層より多く
の研究が、この重要な分野において必要である。

６. 結論

　今後の研究のためのいくつかの提案をして本稿
の結びとしたい。本稿やGrossman（2006）34）に
おいて言及された数多くの研究は、いくぶん議論
の余地はあるが影響力の大きい研究であるBarker

（1995）51）と、議論の余地はあまりないDe Stavola, 
Hardy, Kuh, dos Santos Silva, Wadsworth, and 
Swerdlow（2000）52）と関係がある。というのは、
それらは、過去の健康状態を一定にしたうえで、
両親の学校教育がその子どもの現在の健康に及ぼ
す 影 響 を 報 告 し て い る か ら で あ る。Barker

（1995）によると、胎内での成長と青年期の成長
は、75歳時の心臓病に影響を及ぼす51）。また、
De Stavola et al.（2000）によると、胎内の女性
ホルモンは出生サイズに影響を及ぼし、出生サイ
ズの大きい女の子は女性ホルモンが多く、閉経期
前に乳癌になる確率が非常に高くなる52）。第３節
で 論 じ た1958年 の『 英 国 全 国 児 童 発 達 調 査 』

（British National Child Development Study: 
NCDS）で、Case, Fertig, and Paxson（2005）は、
親の教育や社会経済状態を一定にしたうえで、胎
内、７歳、16歳、23歳、33歳の時点において健康



教育への投資は健康を改善するか？　　33

状態が悪いと、42歳時の健康状態が悪化すること
を見出した17）。だが、本人の学校教育が回帰式に
含まれないかぎり、42歳時の主観的健康指標は親
の学校教育と正の相関を示した。
　Grossman（2006）では、過去の健康状態を一定
にしたうえでも、親の教育と自身の教育が現在の
健康に大きな影響を及ぼすことを強調している34）。
一方で、Caseらの研究は、教育変数を一定に保
ったうえでも、過去の健康が現在の健康に大きな
影響を及ぼすことを強調している17）。概して、彼
らの結果や他の結果は、健康を含む特性に関して
親と子どもの間に長期的な相関があることを示唆
している。学校教育はこの相関の一部だが、遺伝
的・行動的要因に関係する因果関係を解きほぐす
ことは非常に難しい。この複雑な関係に踏み込む
ことが今後の研究の課題となるであろうことは明
白である。
　Chou, Liu, Joyce, Tsaiと私による台湾における
義務教育改革についての研究は、この種の予備的
な分析の一例である43）。親の教育に関してChou, 
Liu, Grossman and Joyce（2010）で用いられた
ものと同じ操作変数を用いたTsai, Liu, Chou, and 
Grossman（2011）は、母親であるか父親である
かに関わらず教育年数が１年増加すると、子ども
が台湾の最上位６大学に受かる確率が約10％上昇
し、この効果が因果的関係であることを見出して
いる44）。この結果は、台湾の義務教育改革に関連
した両親の教育年数の延長によって出生時点にお
ける健康状態が改善し、出生1000人あたりのうち
１人の乳児を救ったという我々の2010年の研究結
果を補完するものである。私が過去に論じたよう
に（Grossman（2006）34）, p.580）、「知的資本と健
康資本は人的資本の最も重要な２大要素である」。
これら２大要素は、他の要素のコストと利便性に
影響を与えるという意味において、その水準と方
法において相互に作用している。台湾に関する２

つの研究は、子どもが両方のタイプの人的資本を
獲得するのに親の教育が果たす因果的な役割を強
調している。だが、それらはある特定の１カ国に
おける１度きりの教育水準の向上に依拠した話に
過ぎない。異なる国・異なる教育年数増加の源泉
のデータを利用することが、今後の研究課題にお
いて優先されるべきである。
　今後の研究における第２の課題は、時間選好
が、学校教育が健康に影響を及ぼす１つの潜在的
な経路として識別されうるようなモデルを特定
し、推定することである。公共政策を形成する文
脈で、こうしたことに取り組む価値を考えてみよ
う。学校教育が健康に与える影響のほとんどが時
間選好を通じて影響すると想定しよう。すると、
所得が低く、教育水準の低い地域において、健康
知識を向上させるための学校教育に基づいたプロ
グラムは、より教育水準の高い者によって行われ
る時間選好への投資を促すプログラムより、ずっ
とリターンが少ないかもしれない。実際、新しい
技術が常に利用可能となるような変化し続ける世
の中では、将来志向の行動を促す包括的な介入
は、たとえば、喫煙・アルコール依存症・違法ド
ラッグの使用などをやめさせようとする特定の介
入よりも、長期的には、ずっと大きな効果をもた
らすかもしれない。
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注
１　（学校教育と所得の関係性については）Mincer 
（1974）による研究と、彼の一連の研究以来、数百
にものぼる研究が、子細に検証している（これら
の研究の評価については、Card （1999, 2001）を参
照のこと）。
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この写真は、今から30年前の1981年の８月、直志が博士号を取得する１か月前に撮影された。
私たちの娘たちが、ニュージャージー州のOld�Tappanという町で行われたキャンプに１週間参
加していた時のことである。キャンプ期間中の土曜日と日曜日に、参加した子どもたちの家族
と来客にキャンプ場が開放されていたので、直志と奥さんの信子が、私たちと一緒にキャンプ
を訪れて、水泳をしたりバーベキューをやったりした。セクシーなオレンジ色の水着をきた
gentlemanが私自身。私の隣にいるのは私の妻のアイリーン。直志と一緒に座っているのが、
私の娘サンディー（当時11歳）とバリー（当時９歳）。３枚目の写真に写っているのが、信子。�

上の方の写真は、キャンプから３年か４年たった後の写真で、ニューヨーク市を構成する５区
のうちの１つ、クイーズ地区に住んでいた直志のアパートで撮影された写真。直志が抱いて
いるのが彼の２人のお嬢さん、ゆきとちひろ。下の方の写真は、ニュージャージー州のフォー
トリーの私のアパートの外で撮影した写真。山田夫妻が、私たちを訪ねてきたので、アパート
にあったプールで日がな一日泳ぎを楽しんだ時のもの。私たちの前に立っているのがゆき。
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Many studies suggest that years of formal schooling completed is the most important correlate of good health.  
There is much less consensus as to whether this correlation reflects causality from more schooling to better health.  
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１．はじめに

　本稿の目的は、介護労働者としてのキャリアが
賃金に反映されるようになれば、介護労働者の定
着につながるのかどうかを検討することである。
介護労働者の不足や高い離職率が指摘され、その
原因として、介護労働者の低収入が指摘されてい
る。2009年度の介護報酬改定では、介護労働者の
キャリアに着目した評価という観点から、介護福
祉士等の有資格者や勤続年数３年以上の職員を一
定数以上配置している事業所への加算が創設され
た。2009年10月からは、介護労働者の待遇改善や
技能向上を目的とした「介護職員処遇改善交付
金」が介護サービス事業者に支給され、2010年度

研究論文

介護労働者の離職要因：
賃金が勤続年数別の離職に与える影響

花岡　智恵*

からは、その交付金について、キャリアパスに関
する要件等を追加し、能力、資格、職責または職
務内容などに応じ職員の給与を引き上げる仕組み
を設けることを交付金支給の条件に加える注1。今
後、介護報酬改定や交付金支給の評価を行い、介
護労働者の確保に関する政策を策定するために
は、介護労働者の賃金が、定着・確保に与える影
響を検証することが重要である。
　これまでの先行研究では、介護労働者の賃金が
定着に与える影響について、一致した結果は得ら
れていない。周（2009）1）では、『介護労働実態調
査・事業所票（2004・2006・2007年）』の事業所
単位の個票データを利用して、失業率でみた介護
施設以外の労働市場における需給と介護保険３施
設の介護職員の不足感との関連について、外部労
働市場の需要が回復する（失業率低下）と介護保
険３施設における主観的な職員不足感の割合が上

抄　　録

　本稿では、他職種と比較した介護労働者の賃金が離職に与える影響が勤続年数ごとに異なるかどうかに焦点をあてて分
析を行った。検証したい仮説は、勤続初年の方が、それ以降の勤続年数と比較して、相対賃金が離職に与える影響が大き
いかどうかである。データは、財団法人介護労働安定センターが実施した『2007年度介護労働実態調査』の事業所調査票
における全国1,633事業所の個票データである。分析対象は、介護事業所別に利用可能な、職種別（施設系・訪問系）・就
業形態別（正規・非正規短時間）の早期離職者数であり、勤続１年未満離職者数と、勤続１年以上３年未満離職者数であ
る。職種別・就業形態別に早期離職関数を推定した結果、施設系正規職について、相対賃金が高いほど、勤続１年未満の
離職者数を低下させる有意な影響が認められ、勤続１年以上３年未満の離職者数へ与える影響は認められなかった。その
他の介護職については、有意な影響は観察されなかった。本稿で得られた結果より、職員の勤続年数に応じた賃金制度を
検討する際、勤続年数３年未満の施設系の正規労働者については、勤続１年目の賃金を引き上げた方が、勤続１年以上３
年未満の賃金を引き上げるよりも、介護労働者の定着促進につながる可能性が示唆された。

キーワード：介護労働、賃金、離職、定着
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昇することを示している。これは、外部労働市場
の需要が回復することにより、市場賃金が上昇す
るため、市場賃金と比較した介護労働者の相対賃
金が低下することが要因の一つと指摘している。
山田・石井（2009）2）では、『就業構造基本調査

（2002・2007年）』の個票データを使用して他産業・
他職種と比較した介護職の相対賃金が離職意向に
与える影響を分析し、男女正規介護労働者および
女性非正規介護労働者で、介護職以外の職種にお
ける期待賃金率が高いほど転職希望が高まる傾向
を示した。一方で、相対賃金が離職意向に与える
影響を分析した岸田・谷垣（2008）3）では、日本
の介護老人福祉施設の独自調査データを使用し
て、介護職員と同じ属性を持つ労働者の市場賃金
と比較した介護職員の相対賃金が、就業継続意思
や仕事の不満足度に与える影響について、有意な
結果が認められないことを示した。介護職の相対
賃金が実際の事業所単位の離職率に与える影響を
分析した花岡（2009）4）では、『介護労働実態調
査・事業所票（2007年）』の事業所単位の個票デ
ータを利用して、施設系の介護職員正社員のみ、
他職種と比較した賃金が高いほど事業所離職率が
低下し、その影響は大都市圏（特別区・特甲地）
に所在する事業所でより大きいことを示した。介
護労働者のキャリアが定着に与える影響につい
て、医療経済研究機構（2010）5）は、３都道府県
に所在するすべての施設系介護事業所を対象に調
査を行い（N=1,690施設）、施設票と、当該施設
に就業中の労働者票をマッチングしたデータを用
いて職員の離職関数を推定した。分析の結果、勤
続年数が長くなるほど、また、介護関連資格を保
有している者ほど離職確率が有意に低下すること
を示した。
　本稿では、キャリアとして介護労働者の事業所
における勤続年数に着目し、他職種と比較した介
護労働者の賃金が離職に与える影響が勤続年数ご

とに異なるかどうかを検討する。本稿で使用した
データは、財団法人介護労働安定センターが実施
した『2007年度介護労働実態調査』の事業所調査
票における全国1,633事業所の個票データである。
分析対象は、介護事業所別に利用可能な、勤続１
年未満離職者数と、勤続１年以上３年未満離職者
数である（以下では「早期離職者」と呼ぶ）。介
護労働者の特性を考慮して、職種別・就業形態別
に分析を行う。分析対象の職種は、施設系、訪問
系の２種類注2、就業形態は、正規労働者と非正規
短時間労働者の２種類注3、計４種類の介護労働者
にわけて分析を行う。分析の結果、早期離職者に
ついて、相対賃金が介護労働者の離職行動に与え
る影響は、職種別・就業形態別に傾向が異なるこ
とが示された。

２．データ

　本稿で用いるデータは、財団法人介護労働安定
センターの『2007年度介護労働実態調査』の介護
事業所調査票における事業所単位の個票データで
ある。この調査は、独立行政法人福祉医療機構の
WAMNET「介護保険事業者名簿（2007年10月１
日現在）」に掲載された介護保険指定介護サービ
ス事業を実施する介護事業所のうちから無作為に
約１/４の介護事業所を抽出して、問１から問36
までの質問項目からなる調査を実施したものであ
る。2007年度の有効回答は4,783介護事業所であっ
た。毎年調査を実施しているが、毎回の調査でサ
ンプルが替わるrepeated cross-sectional surveyで
ある。
　２種類のデータセットを結合させたものを使用
した。第１のデータは、介護事業所の特性に関す
るデータ（問１～問35）である。このデータは、
介護事業所ごとに、職種別・就業形態別の離職者
数や在籍者数、提供する介護サービス事業の種
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類、法人特性、教育・研修状況などの情報を得る
ことができる。職種別・就業形態別の平均的な介
護労働者の特性を得るために、第２のデータを用
いた。第２のデータは、介護事業所ごとの介護業
務従事者注4の個別状況データ（問36）である。介
護事業所ごとに、2007年９月における介護業務従
事者の中から20名について、従事者の賃金、労働
時間、属性、就業形態、保有資格などが調査され
ている注5。

３．�勤続年数と早期離職者数、相対賃金の
関連

（１）勤続年数と早期離職者数
　まず、後述の５節で作成する事業所単位のデー
タを使用して、早期離職者の特徴を把握する注6

（表１）。離職者が０人の事業所は事業所全体の38
％～59％で、離職者は一部の事業所に発生してい
る傾向がわかる。また、全離職者に占める早期離
職者の割合は高く、69％～81％を占める。施設
系、訪問系の両職種ともに、正規職では勤続１年
以上３年未満の離職者の占める割合が高い。一方
で、非正規職については、施設系では勤続１年未
満の離職者の占める割合が高く、訪問系では、ほ
ぼ同じ水準であった。

（２） 勤続年数と相対賃金
　以下では、介護労働者単位のデータを使用して
相対賃金関数を推定し、介護労働者の相対賃金と
勤続年数との関連を把握する。事業所特性のデー
タ（問１～問35）と、介護業務従事者の個別状況
データ（問36）を結合し、介護労働者単位のデー
タセットを作成した。
　次のような介護労働者iの相対賃金関数を推定
した。

lnWij=γ0+TENijγ1+SQ_TENijγ2+OTHERijγ3+
Fjγ4+Zjγ5+Rrγ6+υij （１）

　ここで、添え字 iは介護労働者、jは介護事業
所、rは地域を表す。Wijは相対賃金、TENijは勤
続 年 数、SQ_TENijは 勤 続 年 数 の 二 乗 項、
OTHERijは他の個人特性、Fjは研修などを含む介
護事業所の特性、Zjは識別のために用いた介護事
業所 jの特性（従業員１人あたり利潤額、全在籍
者数に占める看護師割合）、Rrは地域、γは推定
されるパラメータ、υijは誤差項である。（１）式
をOLSで推定した（記述統計量は表２。賃金変数
はすべてCPIで実質化した。）。
　相対賃金は、介護労働者が正規職か非正規職か
で参照する賃金を変更した。① 正規職：介護労
働者の賃金として、介護業務従事者の個別状況デ
ータに記載のある各個人における、2007年９月分

観測値の数 離職者数が０人
の事業所割合

全離職者に占める早期離職者割合

勤続３年未満 １年未満 １年以上３年未満
正規

施設系 802 0.381 0.690 0.294 0.396 
訪問系 228 0.592 0.741 0.272 0.469 

非正規短時間
施設系 650 0.433 0.807 0.506 0.302 
訪問系 506 0.414 0.696 0.349 0.347 

表１　全離職者に占める勤続年数3年未満離職者（＝早期退職者）の分布

注1）2007年度介護労働実態調査（事業所票）の個票データより著者作成。�
注2）�介護事業所別の職種別（施設系・訪問系）・就業形態別（正規・非正規短時間）の離職者数（2006年10月１日から2007年９月30日までの値）

を使用。
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表２　相対賃金関数の推定に用いたサンプル（介護労働者単位）の記述統計量　（平均・標準偏差）
　　 正規 　　 非正規短時間

　　　施設系 　　　訪問系 　　  施設系 　　 訪問系
被説明変数

介護労働者の相対賃金（単位：円） 38.92 （385） 25.53 （508） −123.55 （108） 222.53 （202）
説明変数
介護労働者の個人特性

2007年９月中の就労日数 20.67 （1.98） 20.75 （3.30） 15.35 （4.94） 16.55 （6.60）
2007年９月の１日平均労働時間 7.98 （0.70） 7.61 （1.74） 6.30 （1.73） 3.03 （1.47）
勤続年数 3.32 （3.19） 3.64 （3.61） 2.26 （2.12） 3.19 （2.28）
勤続年数の二乗 21.13 （46.89） 26.30 （79.50） 9.58 （22.01） 15.39 （22.62）
年齢 34.67 （11.06） 43.75 （13.37） 45.46 （13.39） 50.19 （12.93）
年齢の二乗 1324.30 （858.93） 2092.73 （1056.81） 2245.39 （1135.61） 2685.85 （1100.03）
女性 0.71 （0.45） 0.80 （0.40） 0.94 （0.23） 0.98 （0.14）
介護福祉士の取得 0.53 （0.50） 0.31 （0.46） 0.13 （0.34） 0.12 （0.33）

　介護事業所ごとの過去１年間の教育・研修状況
介護技術・知識 0.82 （0.38） 0.74 （0.44） 0.77 （0.42） 0.84 （0.37）
介護保険制度・関係法令 0.44 （0.50） 0.49 （0.50） 0.34 （0.47） 0.54 （0.50）
安全対策（事故時の応急措置等） 0.75 （0.43） 0.60 （0.49） 0.68 （0.46） 0.69 （0.46）
接遇・マナー 0.61 （0.49） 0.53 （0.50） 0.58 （0.49） 0.66 （0.47）
情報共有、記録・報告方法 0.54 （0.50） 0.56 （0.50） 0.51 （0.50） 0.70 （0.46）
コンプライアンス・プライバシー保護 0.45 （0.50） 0.49 （0.50） 0.44 （0.50） 0.63 （0.48）
事例検討 0.56 （0.50） 0.52 （0.50） 0.54 （0.50） 0.65 （0.48）
資格取得のための研修 0.30 （0.46） 0.33 （0.47） 0.21 （0.41） 0.28 （0.45）
その他 0.06 （0.24） 0.04 （0.19） 0.05 （0.22） 0.06 （0.24）

　地域
　介護報酬の地域区分

特別区・特甲地 0.18 （0.38） 0.25 （0.43） 0.21 （0.41） 0.33 （0.47）
甲地 0.07 （0.26） 0.09 （0.29） 0.10 （0.30） 0.01 （0.30）
乙他 0.19 （0.39） 0.17 （0.38） 0.20 （0.40） 0.21 （0.41）
その他 0.56 （0.50） 0.48 （0.50） 0.48 （0.50） 0.36 （0.48）

　都道府県ダミー Controlled Controlled Controlled Controlled
　介護事業所特性

　介護以外の事業実施ダミー 0.36 （0.48） 0.42 （0.49） 0.40 （0.49） 0.35 （0.48）
　別事業所有りダミー 0.67 （0.47） 0.50 （0.50） 0.66 （0.47） 0.53 （0.50）
　法人の種類

民間企業 0.27 （0.45） 0.56 （0.50） 0.34 （0.47） 0.52 （0.50）
社会福祉協議会 0.04 （0.19） 0.12 （0.33） 0.10 （0.31） 0.19 （0.39）
社会福祉協議会以外の社会福祉法人 0.44 （0.50） 0.11 （0.31） 0.28 （0.45） 0.06 （0.24）
医療法人 0.15 （0.36） 0.04 （0.20） 0.12 （0.32） 0.03 （0.16）
その他（NPO・社団・財団・地方公共団体・その他） 0.08 （0.28） 0.14 （0.34） 0.14 （0.35） 0.19 （0.39）

　介護事業年数 6.33 （6.35） 4.88 （4.01） 5.96 （5.38） 5.79 （4.91）
　介護保険指定介護サービスに従事する従業員数

９人以下 0.01 （0.30） 0.23 （0.42） 0.09 （0.29） 0.09 （0.29）
10人以上19人以下 0.17 （0.38） 0.34 （0.47） 0.27 （0.44） 0.25 （0.43）
20人以上49人以下 0.33 （0.47） 0.33 （0.47） 0.41 （0.49） 0.48 （0.50）
50人以上99人以下 0.33 （0.47） 0.08 （0.27） 0.19 （0.39） 0.13 （0.33）
100人以上 0.08 （0.26） 0.03 （0.18） 0.04 （0.20） 0.05 （0.22）

　最も売り上げの多い介護保険の指定介護サービス
介護老人福祉施設 0.38 （0.49） − 0.15 （0.36） −
介護老人保健施設 0.01 （0.29） − 0.06 （0.23） −
介護療養型医療施設 0.03 （0.17） − 0.02 （0.13） −
認知症対応型共同生活介護 0.15 （0.36） − 0.15 （0.36） −
訪問介護 − 0.90 （0.30） − 0.94 （0.24）
通所介護 − 0.03 （0.18） − 0.03 （0.16）

　福利厚生
法定とおりに有給休暇の付与をしている 0.89 （0.32） 0.92 （0.28） 0.80 （0.40） 0.52 （0.50）
定期健康診断の実施 0.87 （0.34） 0.82 （0.39） 0.75 （0.43） 0.62 （0.49）

　その他の介護事業所特性
従業員１人あたり利潤額 −41.83 （1082.94） 31.61 （581.83） 8.02 （811.34） 2.43 （228.28）
従業員に占める看護職員割合 0.07 （0.09） 0.01 （0.29） 0.07 （0.09） 0.00 （0.23）

観測値（介護労働者）の数 4,152 513 1,649 3,745 
注）2007年度介護労働実態調査（事業所票）の個票データより著者作成。
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の賃金（月給で残業・休日出勤手当等を含む）を、
2007年９月の実労働時間数で除した時間あたり賃
金率を使用した。先行研究では、時間数で除した
賃金率には測定誤差があることが指摘されてお
り、所定内賃金（月給）を用いて分析がされてい
る（岸田・谷垣，2008）。本研究では、施設系職
員に対する夜勤手当等を考慮し、これらの手当を
含む所定外賃金を用いて、時間あたり賃金率を計
算した。他職種に就業した場合の期待賃金とし
て、2007年『賃金構造基本統計調査（全国）』（厚
生労働省）産業計・企業規模計の値における都道
府県別の性別・年齢階級別の、きまって支給する
現金給与額（月給）を所定内実労働時間数と超過
実労働時間数を足し合わせた時間数で除した、時
間あたり賃金率を用いた。介護労働者iと同性、
同じ年齢階級で、介護事業所 jが所在する都道府
県における産業計・企業規模計の賃金率を、介護
労働者iが介護サービス職以外の職種に就いた場
合の期待賃金とした。
　②非正規職：介護業務従事者の個別状況データ
に記載のある各個人ごとに、2007年９月の１時間
当たりの所定内賃金（きまって支給する税込み賃
金額）を用いた。他職種に就業した場合の期待賃
金として、上記『賃金構造基本統計調査（全国）』
都道府県別の短時間労働者の１時間当たり所定内
給与額（産業計）を使用した。正規職と非正規職
ともに、介護労働者iの賃金の対数値から、他職
種に就業した場合の期待賃金の対数値を差し引い
たものを相対賃金とした注7。
　推定値を用いて勤続年数別の相対賃金をプロッ
トしたものが図１である注8。他職種における期待
賃金を100としている。実線は予測値、灰色の領
域は95%信頼区間を示す。正規職について、女性
介護労働者の賃金は、初年度より、ほぼ他職種の
期待賃金と同水準であり、勤続年数が長くなるに
つれて相対賃金が上昇する注9。施設系の男性労働

者は勤続年数７年で他職種における期待賃金とほ
ぼ同水準となり、それ以降は他職種の期待賃金よ
りも高い水準となる。訪問系の男性労働者は勤続
年数12年以上で他職種における期待賃金より高い
水準となる。非正規職については施設系の94％、
訪問系の98％を女性労働者が占めるため、女性労
働者のみの結果を示した。非正規労働者の賃金―
相対賃金プロファイルは、ほぼフラットで、施設
系では平均87.9、訪問系では平均123.6であった。
介護労働者の勤続年数は、男女とも、ほぼ同じよ
うな分布であった（図２）。『就業構造基本調査

（2002・2007年）』の個票データを使用した山田・
石井（2009）の分析では、他産業と比較して介護
労働者の賃金は全産業の中間からやや上に位置す
ることが指摘されている。本稿の分析では、介護
労働者の大部分を占める女性労働者については、
施設系非正規職を除き、相対賃金は初年度よりほ
ぼ同水準、もしくは、それ以上の水準であること
がわかった。

（３）勤続年数と早期離職者数、相対賃金の関連
　以上の観察より、勤続年数と早期離職者数、相
対賃金の関連について、次の３点にまとめること
ができる。①介護労働者の全離職者のうち、約７
～８割が勤続３年未満の早期離職者である。②正
規職では、勤続年数の短い男性の相対賃金は低水
準であり、男性割合の高い施設系の方が、早期離
職者割合が高い傾向が示された。しかし、勤続年
数の分布は男女でほぼ変わらなかった。このこと
は、相対賃金が高水準である女性においても、早
期離職割合が高いことを示唆しており、相対賃金
と早期離職との間の明確な関連性は見いだせなか
った。③非正規職では、相対賃金が低水準である
施設系労働者の早期離職割合が最も高いが、相対
賃金が他職種より高水準の訪問系労働者において
も、早期離職割合は約７割を占め高い水準といえ
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図１　介護労働者の相対賃金―勤続年数プロファイル（他職種の期待賃金＝100）
施設系正規職

男性

勤続年数

女性

勤続年数

訪問系正規職
男性

勤続年数

女性

勤続年数

非正規職
施設系非正規職・女性

勤続年数

訪問系非正規職・女性

勤続年数
注）相対賃金関数（（1）式）をOLS推定した推定値をプロットした。実線は予測値、灰色の領域は95%信頼区間を示す。
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る。正規職と同様に、相対賃金と早期離職との間
の明確な関連性は見いだせなかった。
　介護労働者の勤続年数が短い理由として、相対
賃金との関連とは別に、介護サービスは企業特殊
性が小さいため、同じ介護サービス職の別事業所
に転職している可能性が考えられる。介護サービ
スに実際に従事している労働者について前職を尋
ねた調査によると、他産業からの転職と新規学卒
者が75％を占め、介護サービス職からの転職者は
25％に過ぎない（介護労働安定センター，2008）。

『就業構造基本調査（2002・2007年）』の個票デー
タを使用した分析でも、他産業・他職種と比較し

て、介護労働者は他産業からの転職や新規就業者
が相対的に多いことが指摘されている（山田・石
井，2009）。したがって、介護労働者がより良い
労働条件を求めて事業所間を頻繁に移動している
可能性は低いと考えられる。
　次節では、こうした介護労働者の特性を踏ま
え、相対賃金が離職に与える影響が、勤続年数に
応じて異なるかどうかについて、仮説を提示する。

４．仮説

　本稿の仮説は、介護サービス職における技能の

図２　介護労働者の勤続年数分布
施設系正規職

 男性 女性 

勤続年数

訪問系正規職

 男性 女性 

勤続年数

施設系正規職

 男性 女性 

勤続年数

訪問系正規職

 男性 女性 

勤続年数

注）2007年度介護労働実態調査（事業所票）の個票データより著者作成。



46　　医療経済研究　　Vol.23  No.1  2011

特殊性に関するものである。他職種と比較した介
護労働者の賃金が離職に与える明確な関連性が見
られなかった理由として、他職種の労働者と比較
して、介護労働者は相対賃金が離職に与える影響
が小さいためではないか、ということを想定して
いる。Schumacher（1997）6）は、職業特有の高度
なトレーニングが必要で、専門的な技術が必要と
される職種ほど、他職種ではその技術を生かすこ
とが難しいため、専門職の相対賃金が離職行動に
与える影響が小さいことを示している。具体的に
は、専門的な技術を有する職種として看護師の離
職行動を分析し、より一般的な技術を要する職種
である事務員との離職行動の違いを比較した。そ
の結果、看護師について、他職種との相対賃金は
離職行動に有意に影響を与えるものの、相対賃金
が離職へ与える影響は、事務員と比較して看護師
の方が小さいことを明らかにした。本稿で扱う介
護労働者の一部は、「介護福祉士」や「ホームヘ
ルパー１・２級」などの関連する資格を保有し、
一定のトレーニングが必要とされる側面があり、
看護師同様、他職種への技術移転が困難である専
門職であると考えられる。もし、この仮説が成り
立てば、他職種では介護技術を移転することが困
難となるため、介護労働者として勤続年数が長く
なるほど、他職種との相対賃金が離職行動に与え
る影響が小さくなることが予想される。一方で、
周（2009）が指摘するように、介護労働者は、看
護師と比較すると資格取得までの期間も費用も短
いため、この仮説は介護労働者には必ずしもあて
はまならない可能性もある。

５．方法

（１）早期離職関数の推定
　職種別・就業形態別に以下の離職関数を考える。

Qij=α0+α1lnWij+Xij α2+Fjα3+Rrα4+εij （２）

Qijは離職を選択すれば１、それ以外は０をとる
変数である。Xijは介護労働者 iの特性、αは推定
されるパラメータ、そして、εijは誤差項である。
　使用しているデータでは、介護労働者 iの離職
行動については観測することができない。しか
し、介護事業所ごとに、職種別・就業形態別の勤
続年数別離職者数（勤続１年未満離職者数、およ
び、勤続１年以上３年未満離職者数）が利用可能
である。（２）式について、介護労働者 iについて
の変数を事業所ごとに、職種別・就業形態別に総
計することで以下の（３）式、（４）式を得る。

q1j=β10+β11lnW1j+X̅jβ12+Fjβ13+Rrβ14+u1j （３）

q2j=β20+β21lnW2j+X̅jβ22+Fjβ23+Rrβ24+u2j （４）

q1jは勤続１年未満離職者数、q2jは勤続１年以上
３年未満離職者数である。W1jは勤続１年未満労
働者の相対賃金、W2jは勤続１年以上３年未満労
働者の相対賃金である。X̅jは介護事業所 jの職種
別・就業形態別の在籍者数、および、平均的な介
護労働者の特性。βは推定されるパラメータ、そ
して、u1j、u2jは誤差項である。（３）式、（４）
式は、それぞれ別に推定し、後述の離職者数の分
布特性より、最小二乗法（OLS）と、Negative 
Binomial Model（NB）を用いた。不均一分散へ
の対応として、統計的推論では頑健標準誤差を使
用した。

（２）仮説検定
　相対賃金が離職に与える影響が、勤続年数に応
じて違いがあるかを検証するため、介護労働者の
相対賃金に関する係数（（３）式のβ11および

（４）式のβ21）の大きさと、有意性を比較する。
介護労働者の相対賃金が高いほど介護労働者の離
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職は低下すると考えられるため、β11とβ21の符号
はともに負を示すことが期待される。また、仮説
より、他職種に就業した場合の期待賃金を参照し
た場合、相対賃金に関する係数の大きさと有意性
は、勤続１年以上３年未満離職者数へ与える影響
と比較して、勤続１年未満離職者数へ与える影響
の方が大きいことが期待される。
　この仮説は、勤続年数３年未満の介護労働者につ
いて、勤続年数ごとに相対賃金が一定（W1j=W2j）
であることを仮定している。仮に、勤続年数ごと
に相対賃金が異なる場合、相対賃金が離職に与え
る影響は、単に、勤続年数に応じた相対賃金の違
いが、離職に与える影響に差異を生じさせている
だけとなる。そのため、（１）式の推定で用いた
労働者単位のデータセットを用いて、勤続年数３
年未満の介護労働者について、勤続年数ごとに相
対賃金が一定であるという仮定の妥当性を検証し
た（検証方法・結果は５節（３）を参照）。検証
結果を踏まえ、勤続年数３年未満の介護労働者に
ついては、勤続年数ごとに相対賃金が一定とみな
して分析を行った。

（３）分析サンプル
　分析対象は、直接介護サービスに従事する正規
労働者と、非正規短時間労働者である。第１のデ
ータ（問１～問35）の観測値は、4,783事業所で
ある。そのうち、施設系介護労働者もしくは訪問
系介護労働者が在籍する事業所は3,771事業所で、
施設系介護労働者が在籍する事業所は2,580事業
所、訪問系介護労働者が在籍する事業所は1,911
事業所である。本稿の分析対象は介護事業所別、
職種別・就業形態別の早期離職者数であるため、
早期離職者数の値が利用可能な介護事業所のデー
タセットを、職種別・就業形態別に作成した。職
種別・就業形態別の全サンプルにおいて、職種別・
就業形態別の早期離職者数が利用可能な介護事業

所 数注10は、 施 設 系 正 規（1,541）、 訪 問 系 正 規
（925）、施設系非正規短時間（1,248）、訪問系非
正規短時間（1,228）であった。これらの事業所
のうち、第２のデータである問36の個別状況デー
タ（施設系介護労働者と訪問系介護労働者を合わ
せて26,908人）に、当該就業形態で雇用されてい
る労働者のデータが存在した事業所数は、施設系
正規（1,187）、訪問系正規（369）、施設系非正規
短時間（735）、訪問系非正規短時間（650）であ
った。最終的に、主要な説明変数である賃金や、
在籍者数について、無回答や欠値の観測値を削除
した結果、分析データにおける観測値の数は計
1,633事業所、職種別・就業形態別の事業所数は
表３に示したとおりとなった。
①被説明変数

　被説明変数は、2006年10月１日から2007年９月
30日までの介護事業所別の職種別（施設系・訪問
系）・就業形態別（正規・非正規短時間）の早期
離職者数である。事業所単位の早期離職者数の分
布をみるために、職種別・就業形態別の在籍者数

（2006年９月30日時点）に占める早期離職者数の
割合を示したものが表４である。早期離職者が０
人の事業所は、事業所全体の57％～83％を占め
る。また、施設系、訪問系の両職種ともに、正規
職では勤続１年以上３年未満の離職者の方が多い
傾向にあり、一方で非正規短時間では勤続１年未
満の離職者の方が多い傾向にある。さらに、早期
離職者は施設系の非正規短時間で多い傾向にある
ことがわかる。
②主要な説明変数：相対賃金

　５節（２）で指摘したように、勤続年数３年未
満の介護労働者について、勤続年数ごとに相対賃
金が一定であるかどうかを検証する。（１）式に
ついて、勤続年数の連続変数（TENij）の代わり
に、勤続年数のダミー変数を調整し、次のような
介護労働者iの相対賃金関数を推定した。
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lnWij=θ0+TEN1jθ1+TEN2jθ2+SQ_TENijθ3 

+OTHERijθ4+Fjθ5+Zjθ6+Rrθ7+υij （５）

TEN1jは勤続１年未満のダミー変数、TEN2jは勤
続１年以上３年未満のダミー変数で、勤続年数３
年以上の介護労働者をリファレンスとした。F 検
定 を 用 い て、TEN1jの パ ラ メ ー タ（ θ1） と、
TEN2jのパラメータ（θ2）が同一であるという帰
無仮説を検定した（表５）。すべての職種・就業
形態において、θ1=θ2の帰無仮説は棄却されな
かったため、勤続年数３年未満の介護労働者につ

いては相対賃金が一定とみなして分析を行った。
　分析で被説明変数として使用した事業所単位の
離職者数は、事業所特性のデータより、2006年10
月１日から2007年９月30日までの離職者数を使用
している。主要な説明変数として使用した賃金
は、介護業務従事者の個別状況データより、2007
年９月時点で事業所に在籍する介護業務従事者の
中から最大20名を抽出したデータを使用してい
る。早期離職者が多い事業所では、勤続年数の短
い労働者が事業所に在籍している割合が相対的に
少ない可能性が考えられる。この場合、介護業務

表３　分析サンプル（介護事業所単位）の記述統計量（平均・標準偏差）
　　正規 　  非正規短時間

 　 施設系 　  訪問系  　  施設系 　    訪問系
被説明変数

勤続１年未満離職者数（人） 1.01 （2.31） 0.23 （0.74） 0.98 （1.82） 0.74 （1.94）
勤続１年以上３年未満離職者数（人） 1.19 （2.30） 0.34 （0.76） 0.54 （1.26） 0.97 （3.81）

説明変数
介護労働者の相対賃金（単位：円）
（勤続１年未満介護職の賃金―他職種の期待賃金）

　時間あたり実質賃金率（円）
一般労働者 −60.97 （169） −84.62 （253） − −

　所定内賃金（円）
一般労働者（勤続年数０年） −19,430 （34,637） −16,379 （33,790） − −
短時間労働者（勤続年数計） − − −136.35 （71） 215.21 （96）
短時間労働者（勤続年数０年） − − −79.03 （70） 271.86 （95）

（勤続１年以上３年未満介護職の賃金―他職種の期待賃金）
　時間あたり実質賃金率（円）

一般労働者 −26.90 （169） 5.97 （244） − −
　所定内賃金（円）

一般労働者（勤続年数０年） −17,568 （34,657） −18,012 （33,065） − −
短時間労働者（勤続年数計） − − −121.96 （71） 202.71 （93）
短時間労働者（勤続年数０年） − − −64.83 （69） 259.58 （92）

介護事業所ごとの新規採用従業員に対する教育・研修状況
介護技術・知識 0.73 （0.44） 0.79 （0.40） 0.67 （0.47） 0.78 （0.41）
接遇・マナー 0.69 （0.46） 0.71 （0.45） 0.63 （0.48） 0.74 （0.44）
経営理念・ケア方針 0.67 （0.47） 0.68 （0.47） 0.59 （0.49） 0.52 （0.50）
感染症予防対策 0.65 （0.48） 0.68 （0.47） 0.59 （0.49） 0.68 （0.47）
問題解決・苦情処理の手順 0.40 （0.49） 0.59 （0.49） 0.33 （0.47） 0.53 （0.50）
職員の腰痛予防対策 0.26 （0.44） 0.34 （0.48） 0.24 （0.43） 0.29 （0.46）
安全対策（事故時の応急措置等） 0.61 （0.49） 0.66 （0.47） 0.55 （0.50） 0.64 （0.48）
その他 0.06 （0.23） 0.06 （0.25） 0.05 （0.22） 0.07 （0.25）

介護事業所ごとの過去１年間の教育・研修状況
介護技術・知識 0.84 （0.37） 0.86 （0.35） 0.75 （0.44） 0.83 （0.37）
介護保険制度・関係法令 0.45 （0.50） 0.53 （0.50） 0.34 （0.47） 0.52 （0.50）
安全対策（事故時の応急措置等） 0.75 （0.43） 0.62 （0.49） 0.67 （0.47） 0.67 （0.47）
接遇・マナー 0.62 （0.49） 0.58 （0.49） 0.57 （0.50） 0.64 （0.48）
情報共有、記録・報告方法 0.56 （0.50） 0.59 （0.49） 0.52 （0.50） 0.68 （0.47）
コンプライアンス・プライバシー保護 0.46 （0.50） 0.49 （0.50） 0.44 （0.50） 0.60 （0.49）
事例検討 0.55 （0.50） 0.61 （0.49） 0.51 （0.50） 0.60 （0.49）
資格取得のための研修 0.29 （0.46） 0.32 （0.47） 0.21 （0.41） 0.29 （0.46）
その他 0.06 （0.25） 0.05 （0.22） 0.04 （0.19） 0.05 （0.22）



介護労働者の離職要因：賃金が勤続年数別の離職に与える影響　　49

従事者の個別状況データを用いて作成した勤続年
数ごとの相対賃金の変数（（３）式のW1jおよび

（４）式のW2j）が欠値ではない観測値のみを使用
すると、早期離職者数が相対的に少ない事業所に
分析サンプルが偏るおそれがある。そこで、介護
労働者iの相対賃金関数（５）式より得られた予
測値（lnW ^ 1jおよびlnW ^ 2j）を（３）式・（４）式の
推定に用いた。
③その他の説明変数

　介護事業所ごとの教育・研修状況として、勤続

１年未満の離職者数モデルでは、職種別・就業形
態別の新規採用従業員に対する教育・研修状況を
示す８項目のダミー変数を加えた。勤続１年以上
３年未満の離職者数モデルでは、職種別・就業形
態別の過去１年間の教育・研修状況を示す９項目
のダミー変数を加えた。介護事業所ごとの職種
別・就業形態別特性として、女性割合、平均年齢、
平均勤続年数、介護福祉士の平均取得割合、およ
び、2006年９月30日時点の在籍者数を加えた。地
域特性の調整として、介護事業所の介護報酬算定

表３　分析サンプル（介護事業所単位）の記述統計量（平均・標準偏差）続き

��注）2007年度介護労働実態調査（事業所票）の個票データより著者作成。

　正規 　 非正規短時間
　 施設系 　 訪問系 　 施設系 　 訪問系

就業形態別の介護事業所特性
在籍者数 16.39 （14.98） 4.77 （5.24） 6.54 （6.05） 20.45 （34.86）
女性割合 0.70 （0.28） 0.82 （0.31） 0.94 （0.17） 0.97 （0 . 11）
平均年齢 36.37 （7.47） 42.59 （9.28） 45.25 （9.20） 50.48 （6.24）
平均勤続年数 3.38 （2.62） 3.22 （2.86） 2.06 （1.71） 3.04 （1.80）
介護福祉士の取得割合 0.47 （0.35） 0.36 （0.41） 0.16 （0.29） 0.12 （0.19）

地域
介護報酬の地域区分

特別区・特甲地 0.17 0.38  0.30 （0.46） 0.20 （0.40） 0.30 （0.46）
甲地 0.08 0.28  0.10 （0.30） 0.09 （0.29） 0.10 （0.30）
乙他 0.19 （0.39） 0.16 （0.37） 0.18 （0.39） 0.21 （0.41）
その他 0.56 （0.50） 0.44 （0.50） 0.52 （0.50） 0.39 （0.49）

都道府県別介護関係職種の有効求人倍率 1.65 （0.59） 1.69 （0.58） 3.63 （1.50） 3.78 （1.58）
介護事業所特性

介護以外の事業実施ダミー 0.37 （0.48） 0.30 （0.46） 0.39 （0.49） 0.36 （0.48）
別事業所有りダミー 0.65 （0.48） 0.51 （0.50） 0.67 （0.47） 0.52 （0.50）
法人の種類

民間企業 0.28 （0.45） 0.58 （0.49） 0.29 （0.46） 0.52 （0.50）
社会福祉協議会 0.04 （0.20） 0.13 （0.33） 0.08 （0.27） 0.18 （0.38）
社会福祉協議会以外の社会福祉法人 0.40 （0.49） 0.09 （0.29） 0.35 （0.48） 0.07 （0.25）
医療法人 0.18 （0.38） 0.05 （0.22） 0.16 （0.37） 0.04 （0.20）

その他（NPO・社団・財団・地方公共団体・その他） 0.08 （0.28） 0.13 （0.34） 0.10 （0.30） 0.18 （0.38）
介護事業年数 6.45 （6.22） 4.88 （4.32） 6.11 （5.85） 5.62 （5.16）
介護保険指定介護サービスに従事する従業員数

9人以下 0.11 （0.31） 0.22 （0.42） 0.10 （0.31） 0.12 （0.33）
10人以上19人以下 0.21 （0.41） 0.34 （0.47） 0.24 （0.43） 0.20 （0.40）
20人以上49人以下 0.33 （0.47） 0.36 （0.48） 0.33 （0.47） 0.40 （0.49）
50人以上99人以下 0.28 （0.45） 0.06 （0.24） 0.26 （0.44） 0.16 （0.37）
100人以上 0.07 （0.26） 0.02 （0.15） 0.06 （0.24） 0.12 （0.32）

最も売り上げの多い介護保険の指定介護サービス
介護老人福祉施設 0.30 （0.46） − 0.24 （0.43） −
介護老人保健施設 0.09 （0.29） − 0.08 （0.27） −
介護療養型医療施設 0.03 （0.18） − 0.02 （0.16） −
認知症対応型共同生活介護 0.10 （0.30） − 0.11 （0.31） −
訪問介護 − 0.82 （0.38） − 0.91 （0.29）
通所介護 − 0.05 （0.23） − 0.04 （0.19）

福利厚生
法定どおりに有給休暇の付与をしている 0.92 （0.28） 0.90 （0.30） 0.74 （0.44） 0.51 （0.50）
定期健康診断の実施 0.90 （0.30） 0.80 （0.40） 0.70 （0.46） 0.63 （0.48）

観測値（介護事業所）の数 802 228 650 506 
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上の地域区分ダミー変数、および、都道府県別の
介護関係職種の有効求人倍率を用いた。介護事業
所の特性として、介護事業所が属する法人におい
て介護保険の指定介護サービス以外の事業を実施
しているかどうかのダミー変数を加えた。また、
調査対象の介護事業所が所属する法人において、
別の事業所が存在するかどうかについてのダミー
変数を加えた。さらに、調査対象の介護事業所が

属する経営主体の法人の種類を加えた。事業所が
提供する介護サービスの種類として、事業所で最
も売り上げが多い介護保険の指定介護サービス事
業のダミー変数（最も売り上げが多い場合は１、
それ以外０）を加えた。施設系では、介護老人福
祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施
設、認知症対応型共同生活介護、を調整した。訪
問系では、訪問介護と通所介護を、それぞれ調整

観測値の数 平均 標準偏差 p50 p75 p90 p95 早期離職者数
０人の割合

在籍者数に占める勤続１年未満の離職者数
正規

施設系 802 0.069 0.151 0 0.071 0.222 0.400 0.660 
訪問系 228 0.060 0.183 0 0 0.214 0.333 0.825 

非正規短時間
施設系 650 0.156 0.266 0 0.200 0.500 0.800 0.599 
訪問系 506 0.079 0.183 0 0.077 0.250 0.429 0.680 

在籍者数に占める勤続１年以上３年未満の離職者数
正規

施設系 802 0.081 0.144 0 0.111 0.261 0.357 0.571 
訪問系 228 0.081 0.169 0 0.111 0.333 0.375 0.731 

非正規短時間
施設系 650 0.010 0.191 0 0.143 0.333 0.500 0.668 
訪問系 506 0.051 0.100 0 0.071 0.179 0.273 0.673 

表４　在籍者数に占める早期離職者数の分布

注1）2007年度介護労働実態調査（事業所票）の個票データより著者作成。
注2）�介護事業所別の職種別（施設系・訪問系）・就業形態別（正規・非正規短時間）の早期離職者数（2006年10月１日から2007年９月30日まで

の値）を、職種別・就業形態別の在籍者数（2006年9月30日時点）で除した値。

施設系・正規 訪問系・正規 施設系・非正規 訪問系・非正規

勤続１年未満 −0.0454 *** −0.0021 −0.0254 *** −0.0166
（0.010） （0.031） （0.008） （0.014）

勤続１年以上３年未満 −0.0372  *** −0.0144 −0.0158 ** −0.0256 ***
（0.007） （0.018） （0.007） （0.007）

勤続３年以上 reference reference reference reference

H0: 勤続１年未満　＝　勤続１年以上３年未満
F 0.910 0.190 2.190 0.420

（p-value） （0.340） （0.663） （0.139） （0.517）

R-squared 0.589 0.601 0.513 0.380
N 4,152 513 1,649 3,745

表５　相対賃金関数の推定結果

注1）***1%水準で有意、**�5%水準で有意、*�1%水準で有意であることを示す。
注2）OLSによる推定結果。係数値を表示。カッコ内は頑健標準誤差。
注3）�その他の説明変数として、勤続年数の二乗、介護労働者の特性、介護事業所ごとの教育・研修の状況、地域、介護事業所特性、定数項を調整

した。



介護労働者の離職要因：賃金が勤続年数別の離職に与える影響　　51

した。事業所が提供する福利厚生の調整として、
法定どおりに有給休暇の付与をしているかどうか
のダミー変数（付与をしていれば１、それ以外
０）と、定期健康診断の実施ダミーを用いた。介
護事業年数と、介護保険指定介護サービスに従事
する従業員数も説明変数として加えた。

６．結果

（１） 相対賃金が離職に与える影響は勤続年数
により違いがあるか

　施設系正規職では、他職種と比較して介護職の
相対賃金が高いことは、勤続１年未満の離職者数
に対して有意に負の影響を与えていた（表６）。し
かし、勤続１年以上３年未満の離職者数に与える
有意な影響は認められなかった。相対賃金が離職
者数に与える影響は、勤続１年以上３年未満と比
較して、勤続１年未満の方が大きく、かつ、有意
度が高い結果であった。訪問系正規職では、有意
水準10%であるが、相対賃金が勤続１年未満の離
職者数に与える負の影響が示されたが、NBを用い
た推定では有意な影響は認められなかった（表
６）。その他の介護職では、相対賃金が早期離職者
数に与える有意な影響は示されなかった（表７）。

（２） 頑健性の確認：勤続年数０年の他職種の
賃金を参照した場合

　期待賃金として参照される賃金は、勤続年数を
考慮する必要があるかもしれない。『賃金構造基
本統計調査』では、全国計の役職、年齢階級、勤
続年数階級別の所定内給与額（月額）が、性別・
年齢階級別に利用可能である。データの利用可能
性より、他職種に就業した場合の期待賃金を、こ
れまでの分析で用いた賃金率ではなく、勤続年数
が０年（非役職）の所定内給与額を参照した相対
賃金の変数を作成し、（３）式と（４）式の再推

定を行った。所定内給与額による相対賃金では、
介護労働者の労働時間が早期離職者数に与える影
響が考慮されないため、説明変数に2007年９月の
１ヶ月間に実際に就労した時間数を加えた。施設
系正規職では、相対賃金の高さは、勤続１年未満
離職者数に対して負の影響を与える結果であった

（表８）。一方、勤続１年以上３年未満離職者数に
対しては、有意な影響は認められなかった。その
他の介護職については、有意な影響はなかった。

（３） その他の興味深い結果：教育・研修の効
果

　研修は介護労働者の技術や能力向上に影響を与
えると考えられる。新規採用従業員に対する研修
として、施設系と訪問系の正規職（表６）と訪問
系非正規職（表７）に共通して、介護技術・知識
の研修を行った事業所では勤続１年未満の離職者
数が有意に低下する傾向が示された。訪問系正規
職では、安全対策（事故時の応急措置等）や問題
解決・苦情処理の手順に関する研修を行った事業
所で（表６）、施設系非正規職では感染症予防対
策に関する研修を行った事業所で（表７）、勤続
１年未満の離職者数が低下する傾向が示された。
また、訪問系の介護労働者について、資格取得の
ための研修は、正規職の離職者数を低下させる傾
向が示された一方で（表６）、非正規職の離職者
数を増加させる傾向が示された（表７）。利用し
たデータでは、新規採用時の研修内容と、過去１ 
年間の研修内容の項目が同一ではないため、勤続
年数により、研修内容が早期離職者割合へ与える
影響が異なるかどうかについては、分析されてい
ない注11。
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表6　早期離職関数の推定結果（正規職）
施設系・正規 訪問系・正規

勤続１年未満
離職者

勤続１年以上３年未満
離職者

勤続１年未満
離職者

勤続１年以上３年未満
離職者

OLS NB OLS NB OLS NB OLS NB

他職種との相対賃金 −0.5702 ** −0.7786 ** −0.5620 −0.6064 −0.8001 * −0.0566 0.7675 0.3082 
（0.215） （0.290） （0.333） （0.449） （0.368） （2.282） （0.953） （0.221）

新規採用従業員に対する教育・研修状況
　　介護技術・知識 −0.1786 −0.4066 ** − − −0.1435 −0.3364 ** − −

（0.207） （0.177） （0.073） （0.170）
　　接遇・マナー −0.0189 −0.0494 − − 0.1306 * 0.8650 *** − −

（0.173） （0.169） （0.054） （0.138）
　　経営理念・ケア方針 0.1424 0.0330 − − 0.0359 0.1854 − −

（0.151） （0.160） （0.073） （0.316）
　　感染症予防対策 0.3691 * 0.6162 *** − − 0.0715 0.0381 − −

（0.195） （0.177） （0.063） （0.507）
　　問題解決・苦情処理の手順 −0.2181 −0.2180 − − −0.0694 −0.5102 ** − −

（0.170） （0.149） （0.121） （0.251）
　　職員の腰痛予防対策 0.0712 0.0728 − − 0.0355 0.2741 − −

（0.216） （0.160） （0.029） （0.212）
　　安全対策（事故時の応急措置等） −0.2179 −0.2232 − − −0.1416 −0.2384 *** − −

（0.187） （0.165） （0.084） （0.054）
　　その他 −0.3117 −0.2683 − − −0.1412 −0.0554 − −

（0.218） （0.290） （0.124） （0.644）
過去１年間の教育・研修状況

　　介護技術・知識 − − 0.1580 0.3694 0.2142 *** 0.4366 
（0.174） （0.247） （0.0478） （0.301）

　　介護保険制度・関係法令 − − −0.3318 ** −0.2758 *** −0.0278 −0.1408 
（0.149） （0.068） （0.052） （0.168）

　　安全対策（事故時の応急措置等） − − −0.2533 −0.1560 −0.1567 ** −0.5629 *
（0.170） （0.253） （0.057） （0.311）

　　接遇・マナー − − 0.1854 0.2908 ** 0.1852 ** 0.5158 ***
（0.135） （0.125） （0.068） （0.154）

　　情報共有、記録・報告方法 − − 0.2357 0.1515 ** −0.1354 −0.3419 
（0.144） （0.072） （0.129） （0.672）

　　コンプライアンス・プライバシー保護 − − 0.1925 0.0401 −0.1270 −0.0565 
（0.161） （0.041） （0.091） （0.212）

　　事例検討 − − 0.1826 0.1343 * 0.0437 0.1304 
（0.136） （0.080） （0.164） （0.585）

　　資格取得のための研修 − − −0.1034 0.0237 −0.1349 −0.4529 **
（0.147） （0.083） （0.079） （0.181）

　　その他 − − 0.2134 0.0134 −0.3770 −0.2855 
（0.295） （0.164） （0.876） （0.687）

　　　　R-squared 0.1367 0.2531 0.4657 0.2132 
　　　　Log-likelihood −881.25 −962.25 −84.30 −144.62 
　　　　N 802  268
注1）***1%水準で有意、**�5%水準で有意、*�1%水準で有意であることを示す。
注2）OLSは最小二乗法による推定結果，NBはNegative�Binomial�Modelによる推定結果。係数値を表示。カッコ内は頑健標準誤差。
注3）�その他の説明変数として、介護事業所ごとの教育・研修の状況、地域、職種別・就業形態別の介護事業所特性、介護事業所特性、定数項を調

整した。
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表7　早期離職関数の推定結果（非正規職）
施設系・非正規短時間 訪問系・非正規短時間

勤続１年未満
離職者

勤続１年以上３年未満
離職者

勤続１年未満
離職者

勤続１年以上３年未満
離職者

OLS NB OLS NB OLS NB OLS NB

他職種との相対賃金 0.5374 0.4612 −0.8946 0.1908 −0.2949 −0.5032 −0.1610 −0.3090 
（1.277） （0.676） （0.447） （0.738） （0.420） （1.112） （0.591） （0.510）

新規採用従業員に対する教育・研修状況
　　介護技術・知識 0.1121 0.1018 − − −0.0488 −0.1811 ** − −

（0.154） （0.165） （0.079） （0.087）
　　接遇・マナー 0.0037 −0.0335 − − −0.1817 0.0015 − −

（0.078） （0.107） （0.303） （0.341）
　　経営理念・ケア方針 0.0645 0.1794 − − 0.0903 0.0542 − −

（0.099） （0.155） （0.119） （0.216）
　　感染症予防対策 −0.1081 −0.2895 ** − − 0.1114 0.1079 − −

（0.103） （0.133） （0.150） （0.183）
　　問題解決・苦情処理の手順 −0.1662 * 0.0198 − − −0.0274 0.2247 − −

（0.078） （0.101） （0.142） （0.176）
　　職員の腰痛予防対策 0.0090 0.0009 − − 0.0110 −0.0559 − −

（0.037） （0.062） （0.120） （0.101）
　　安全対策（事故時の応急措置等） 0.1554 0.1976 − − 0.1896 0.2104 * − −

（0.161） （0.185） （0.103） （0.118）
　　その他 0.0665 −0.1398 − − −0.2020 −0.0994 − −

（0.110） （0.292） （0.197） （0.137）
過去１年間の教育・研修状況

　　介護技術・知識 − − −0.0817 −0.2402 *** −0.1831 −0.1426 
（0.065） （0.057） （0.341） （0.256）

　　介護保険制度・関係法令 − − −0.0513 −0.2199 * 0.0288 0.1573 
（0.047） （0.119） （0.409） （0.226）

　　安全対策（事故時の応急措置等） − − 0.0800 0.3526 ** −0.0279 0.1086 
（0.063） （0.146） （0.181） （0.282）

　　接遇・マナー − − 0.0250 0.0149 0.0807 −0.1413 **
（0.056） （0.095） （0.242） （0.062）

　　情報共有、記録・報告方法 − − −0.1704 ** −0.2971 0.1895 0.2024 
（0.056） （0.218） （0.168） （0.271）

　　コンプライアンス・プライバシー保護 − − 0.1336 0.3443 0.0665 0.3687 
（0.109） （0.260） （0.286） （0.362）

　　事例検討 − − −0.1488 −0.1575 −0.0543 −0.2588 
（0.087） （0.117） （0.246） （0.200）

　　資格取得のための研修 − − −0.0610 −0.1239 0.5382 0.3517 **
（0.173） （0.205） （0.546） （0.164）

　　その他 − − 0.0218 0.1367 0.7864 ** 0.4333 *
（0.218） （0.399） （0.276） （0.246）

　　　　R-squared 0.2698 0.2102 0.1204 0.1594
　　　　Log-likelihood −817.84 −565.73 −507.37 −583.63
　　　　N 535  428
注1）***1%水準で有意、**�5%水準で有意、*�1%水準で有意であることを示す。
注2）OLSは最小二乗法による推定結果、NBはNegative�Binomial�Modelによる推定結果。係数値を表示。カッコ内は頑健標準誤差。
注3）�その他の説明変数として、介護事業所ごとの教育・研修の状況、地域、職種別・就業形態別の介護事業所特性、介護事業所特性、定数項を調整

した。
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７．結論

　本稿では、介護労働者の離職要因が勤続年数ご
とに異なるかどうかを、相対賃金が与える影響に
焦点をあてて分析を行った。相対賃金が介護労働
者の早期離職行動に与える影響は、職種別・就業
形態別に異なることが示された。施設系正規職に
ついて、相対賃金の高さが早期離職者数を低下さ
せる影響は、勤続１年未満の離職者数のみに示さ
れ、勤続１年以上３年未満の離職者数を低下させ
る影響は認められなかった。また、その他の介護
職については、相対賃金が早期離職者数に与える
有意な影響は示されなかった。施設系正規職のみ
仮説と整合性のある結果が得られ、勤続年数３年
未満の介護労働者では、相対賃金が離職に与える
影響は、勤続初年の方が、勤続１年以上３年未満
と比較して大きかった。本稿で得られた結果よ
り、職員の勤続年数に応じた賃金制度を検討する
際、勤続３年未満の施設系の正規労働者について
は、勤続初年の賃金を引き上げた方が、勤続１年
以上３年未満の賃金を引き上げるよりも、介護労
働者の定着促進につながる可能性が示唆された。
　職種別・就業形態別に結果が異なる理由として、
第１に、男女別に離職原因が異なることが挙げら

れる。男性施設系介護労働者では収入の少なさ
を、女性施設系介護労働者では、時間的・肉体的
負担を主な転職希望理由として挙げていることが
指摘されている（山田・石井、2009）。施設系正
規職は、他の介護職と比較して、男性労働者が多
いため、賃金が早期離職に、より敏感に反応した
可能性が考えられる。第２に、短時間労働者につ
いては有配偶の女性割合が高く、被扶養者の割合
が高いため、賃金が離職行動に影響を与えていな
い可能性が考えられる。鈴木（2009）7）では、既
に介護労働者として入職している非正規短時間の
介護労働者を対象に分析を行い、労働供給の賃金
弾力性が負であることを示した。税制・社会保障
制度による、いわゆる「103万円・130万円」の壁
の存在が労働供給を妨げている可能性を示唆して
いる。本稿の結果では、すべての職種において、
相対賃金の高さが、早期離職者を増加させるとい
う有意な影響は認められなかった。既に介護労働
者として入職している短時間労働者においては、
税制・社会保障制度の範囲内で労働時間を調整し
ていることが推察され、賃金が離職選択には影響
を与えていないのではないかと考えられる。
　本稿の限界と今後の課題について述べたい。第
１に、本稿で用いたデータは同一個人の追跡デー
タではないため、得られた結果は、データでは観

正規 非正規短時間

施設系 訪問系 施設系 訪問系

勤続１年未満
離職者

勤続１年以上
３年未満
離職者

勤続１年未満
離職者

勤続１年以上
３年未満
離職者

勤続１年未満
離職者

勤続１年以上
３年未満
離職者

勤続１年未満
離職者

勤続１年以上
３年未満
離職者

他職種との相対賃金

　期待賃金：勤続年数０年 −0.9633 ** 0.4219 −0.0632 0.6664 0.4812 −0.8821 −0.2096 −0.2012 
　（所定内賃金） （0.316） （1.117） （0.264） （0.583） （1.239） （0.446） （0.275） （0.900）

表８　勤続年数０年の所定内賃金を使用して相対賃金を計算した場合（頑健性の確認）

注1）***1%水準で有意、**�5%水準で有意、*�1%水準で有意であることを示す。
注2）NBによる推定結果。係数値を表示。カッコ内は頑健標準誤差。
注3）�その他の説明変数として、1ヶ月の平均労働時間（正規職の推定のみ）、介護事業所ごとの教育・研修の状況、地域、職種別・就業形態別の介

護事業所特性、介護事業所特性、定数項を調整した。
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察できない労働者特性を反映している可能性があ
る。本来は、介護労働者のパネルデータを用い
て、この労働者特性を調整することが望ましい。
本稿では、データの制約から事業所単位のクロス
セクションデータを使用しており、介護事業所レ
ベルに介護労働者の情報を集約しているため、こ
の可能性を考慮できていない。第２に、本稿で用
いた勤続年数は、事業所における勤続年数で、介
護労働者としての経験年数を示していない。その
点で、本稿の分析は、事業所における勤続年数と
早期離職との関連に限定される。第３に、介護労
働者本人の賃金と、他職種の労働者との賃金を比
較して相対賃金を算出しているが、これは、介護
労働者が他職種へ転職することを前提としてお
り、介護職の相対賃金が同職種の別事業所への転
出や労働市場からの退出に与える影響については
分析がされていない。第４に、使用した早期離職
者数では、介護労働者の離職が、自発的なもの
か、もしくは、非自発的なものかの識別ができな
い。これらの残された問題は、今後の課題とした
い。

注
１　具体的には、条件を満たさない事業所に対する

交付金の減額を2010年10月１日以降に実施する
（厚生労働省、全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課長会議資料2010年３月５日開催、http://www.
mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0305-５i.pdf、アク
セス日：2010年３月24日）。また、介護労働者の確
保対策の動向については、医療経済研究機構

（2010）の補論を参照のこと。
２　『介護労働実態調査』では、「訪問介護員」（本稿

では「訪問系介護労働者」）と「介護職員」（本稿
では「施設系介護労働者」）が該当する。前者は、
介護保険法の指定を受けた訪問介護事業所で働き、
高齢者等の家庭を訪問して家事などの生活援助、
入浴などの身体介護を行う者をいう。後者は、訪
問介護以外の介護保険の指定介護事業所で働き、

直接介護を行う者をいう（財団法人介護労働安定
センター，2008）。

３　使用したデータでは、正規労働者を「雇用して
いる労働者で労働時間に関係なく雇用期間の定め
の無い者、いわゆる正社員。」、非正規労働者を

「正社員以外の労働者（契約社員、嘱託社員、臨時
社員、臨時的雇用者、パートタイム労働者その他
をいう。」と定義している（財団法人介護労働安定
センター，2008）。非正規の常勤労働者のデータも
利用可能であったが、賃金の支払形態にばらつき
があったため分析対象から外した。施設系の非正
規常勤労働者（月給：30.4%、日給：14.8%、時間給：
54.9％）、 訪 問 系 の 非 正 規 常 勤 労 働 者（ 月 給：
30.4%、日給：19.8%、時間給：49.8％）という分布
であった。正規労働者については、月給以外の支
払形態で給与を得ている者（施設系：3.5%、訪問
系：12.2%）、非正規短時間労働者については時間
給以外の支払い形態で給与を得ている者（施設系：
9.1%、訪問系：3.4%）、それぞれについて、観測値
から除外した上で分析を行った。

４　対象となる職種は以下の８つである。①訪問介
護員、②介護職員、③看護職員、④介護支援専門
員、⑤生活相談員または支援相談員、⑥理学療法
士または作業療法士、⑦管理栄養士・栄養士、⑧
福祉用具専門相談員。

５　選定の対象となる介護業務従事者については、
介護事業所の主な介護サービスの種類ごとに、就
業形態別の人数が抽出票によって定められている。
各介護事業所は、その抽出票に基づき、個別状況
データの対象となる従業員を選定し、回答を行っ
ている（選定方法の詳細は、財団法人介護労働安
定センター（2008）8）を参照）。

６　１年未満離職率、もしくは、１年以上３年未満
離職率の計算に必要である勤続年数１年未満の在
籍者数、もしくは、勤続年数１年以上３年未満の
在籍者数のデータは利用可能ではない。また、離
職者数について、男女別の値は利用可能ではない。

７　表２、および、表３で掲載した相対賃金は、対
数値ではない賃金より求めた値（介護労働者の賃
金―他職種の期待賃金）を掲載した。

８　プロットした相対賃金はexponentialをとったも
のを使用した。

９　正規職で観察された相対賃金―勤続年数プロフ
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ァイルの右上がりの傾向は、データでは観察不能
な労働者特性の違いを示している可能性が考えら
れる。職種経験年数を調整していないクロスセク
ションデータを使用した場合、同一労働者の真の
賃金―勤続年数プロファイルはフラットであるに
もかかわらず、データで観察される賃金―勤続年
数プロファイルは右上がりになることが指摘され
ている（大森2008，第11章）9）。

10　早期離職者数が０人の事業所については、早期
離職者数に０の値が入力されている。

11　いくつかの教育・研修では、有意にプラスの影
響が示された。直感と反する結果を得た可能性と
して、教育・研修のダミー変数間の相関が高く多
重共線性が影響していることが考えられる。従業
員に対する教育・研修をまったく行っていない事
業所は５％未満であり、ほとんどの事業所が２種
類以上の教育・研修を実施している。教育・研修
に関する変数については、今後、より厳密な評価
が必要である。
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Care staff turnover in long-term care services 
for older people: how does the effect of relative wages 

on turnover vary by tenure?

Chie Hanaoka＊

Abstract

We aimed to clarify the effect of relative wages on turnover varies by tenure among care staff working at long-
term care facilities in Japan. First, we assessed whether a greater sensitivity to wages in other occupations is likely 
among workers with shorter job tenure than among those with longer tenure. We used matched employer-employee 
data from 1,633 long-term care facilities in December 2007. Care staff turnover was defined as the number of 
employees leaving each institute and was classified according to tenure (less than 1 year of tenure or 1 to 3 years of 
tenure), type of service (at home nursing care or institutional care), and type of employment (full-time or part-time). 
We found that, only among full-time workers in institutional care facilities, wages relative to other occupations had a 
significantly negative effect on the turnover of workers with less than 1 year of tenure; in contrast, no significant 
effects were observed on the turnover of workers with 1 to 3 years of tenure. This suggests that, for full-time workers 
in institutional care facilities, wage increases may be an effective way to retain workers with less than 1 year of tenure, 
but not for those with 1 to 3 years of tenure.

［Keywords］  direct care workers in long-term care, relative wages, labor turnover

＊Assistant Professor , Institute of Social and Economic Research , Osaka University
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　このたび医療経済学会では、医療経済・医療政策研究の発展を図るため、「学会論文賞」が設立されま
した。
　この賞は、医療経済学会誌である『医療経済研究』に掲載された研究論文の中から与えられるものであ
り、賞状のほか、副賞として賞金（提供：医療経済研究機構）が贈られます。
　2010年度「学会論文賞」選出にあたり、掲載研究論文の編集委員会選考が行われました結果、下記のと
おりとなりましたことをご報告申し上げます。

【選考結果】

　該当論文無し

2010年度　「学会論文賞」　の報告
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　医療経済学会では、医療経済・医療政策研究の発展を図るため、「学会論文賞」を設立いたしました。
　この賞は、医療経済学会誌である『医療経済研究』に掲載された研究論文の中から、同誌の編集委員会
による選考を経て医療経済学会理事会で決定された論文に対して与えられるものであり、賞状のほか、副
賞として医療経済研究機構の提供により賞金が贈られます。
　2011年度については、下記のとおり選考等を行うこととしておりますので、お知らせいたします。

記

【選 考 対 象】

　2011年度に発行された医療経済学会誌『医療経済研究』掲載の研究論文

【選考・決定】

　『医療経済研究』編集委員会の選考を経て医療経済学会理事会で決定。

【表　　　彰】

　2012年７月に開催予定の第７回総会において表彰を行い、受賞者に対して賞状及び副賞として賞金（提
供：医療経済研究機構）を贈呈します。

医療経済学会　「学会論文賞」について



　本誌は以下の目的にかなう研究の成果物を広く募集します。原稿の種別は下記の通り医療経済・医療政策に関する「研究
論文」、「研究ノート」、「研究資料」とします。但し、本誌に投稿する論文等は、いずれも他に未投稿・未発表のものに限り
ます。
　なお、投稿にあたっては共著者がある場合は全員の同意を得るものとし、投稿後の採否の通知を受けるまでは他誌への投
稿を認めません。

１．目的	 ①医療経済・医療政策の分野において研究および調査の発表の場を提供する。
	 ②医療経済・医療政策研究の発展を図り、医療政策立案及び評価に学術的基盤を与える。
	 ③医療経済・医療政策の分野において産、官、学を問わず意見交換、学術討論の場を提供する。

２．原稿種別	（1）	「研究論文」：理論的または実証的な研究成果を内容とし、独創的な内容をもつもの。実証的な研究の場
合には目的、方法、結論、考察について明確なもの。

	 （2）	「研究ノート」：独創的な研究の短報または小規模な研究など、研究論文としての基準に達していないが、
新しい知見を含み、学術的に価値の高いもの。

	 （3）	「研究資料」：特色ある資料、調査、実験などの報告や研究手法の改良などに関する報告等で、将来的な
研究に役立つような情報を提供するもの。

	 （4）本誌は上記のほかに編集委員会が認めたものを掲載する。

３．投稿者の学問領域、専門分野を問いません。また医療経済研究機構または医療経済学会の会員であるか否かを問いません。

４．	投稿者は、投稿に際し、本文・図表・抄録を電子メールで送付するとともに、投稿論文の原稿 1 部を郵送してください。
なお、原稿は返却いたしません。

　　	また、投稿者は、「研究論文」、「研究ノート」、「研究資料」の原稿種別の希望を提示することはできますが、その決定は
編集委員会が行うことと致します。

５．原稿執筆の様式は所定の執筆要領に従ってください。
　　編集委員会から修正を求められた際には、各指摘事項に個別的に応え、再投稿して下さい。
　　	編集委員会が修正を求めた投稿原稿について、通知日から 90 日以上を経過しても再投稿されない場合には、投稿の取り

下げとみなします。ただし、事前に通知し、編集委員会が正当な理由として判断した場合はこの限りではありません。

６．	研究費補助を受けている場合は、ファンドソース（公的機関や私的企業の名称、研究課題名、補助時期など）を謝辞の
中に明記してください。

７．	ヒトを対象とした研究である場合には、以下に例示する倫理基準などを参考に適切に行われていることを明示してくだ
さい。

　　　○疫学研究に関する倫理指針　　　○臨床研究に関する倫理指針

８．	医療技術評価に関連する研究については、編集委員会が必要と判断した場合は、審査に先立って利益相反（Conflict	 of	
Interest）の有無についての情報を開示していただくことがあります。

９．	投稿論文の掲載の採否および種別については、査読審査に基づいて、編集委員会にて決定します。その際、「研究論文」
の基準には満たない場合であっても「研究ノート」または「研究資料」としての掲載が可能という決定になる場合もあ
ります。

『医療経済研究』投稿規定
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10．	採用が決定した論文について、研究の構成そのものにかかわる指摘や評価が分かれる場合については、編集委員がコメ
ントをすることがあります。その際には、投稿者へ事前にご連絡いたします。

11．	採用が決定した論文等の版権は、医療経済研究機構に属するものとします。採用された場合には、あらためて版権移管
の用紙に執筆者全員の署名をいただきます。

12．	採用された論文の掲載料金は無料です。別刷が必要な場合にはその旨ご連絡ください。実費にて申し受けます。

13．	採用された論文については、「学会論文賞」の選定対象となり、正賞を医療経済学会から、副賞を医療経済研究機構か
ら贈呈します。

14．	英文の校正等は、第一義的には投稿者の責任であり、水準に満たない場合は合理的な範囲での費用負担を求める場合も
あります。

15．原稿の送り先は以下のとおりです。
　　（電子メール）	 E-mail：	kikanshi@ihep.jp
　　（送　付　先）	 〒 105-0003　東京都港区西新橋 1-5-11　第 11 東洋海事ビル 2F
　			 一般財団法人　医療経済研究・社会保険福祉協会　医療経済研究機構
	 　医療経済学会雑誌・医療経済研究機構機関誌『医療経済研究』担当
	 　TEL	03 － 3506 － 8529	／	FAX	03 － 3506 － 8528

（2011年4月1日	改定）
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１．原稿の書式
（1）Ａ４版Word入力
（2）１行40字×36行、横書き入力

匿名で査読を行いますので、著者の属性に係る事項は表紙（１ページ目）に以下①〜④の項目を記入し、本体ページ
（２ページ目）以降に本文を掲載し、謝辞を入れずに原稿作成をお願い致します。
①	題名著者の氏名および所属・肩書、謝辞、提出年月日
②	連絡先著者1名の所属・肩書、メールアドレス、住所、電話番号、FAX番号
③	共著者全員のメールアドレス
④		研究費補助の有無。研究費補助を受けている場合は、ファンドソース（何年のどの機関・企業からの研究補助等）

を謝辞の中に明記してください。

２．	原稿の長さは「40字×36行」12枚、英文の場合は6,000語以内とします。
　	（表紙、図表、抄録は除く）

３．	抄録は和文（1,000字程度）および英文（400語程度、ダブルスペース）で作成の上、添付してください。また論文検索
のため、和文･英文各10語以内でキーワードを設定し、末尾に記載してください。（英文キーワードは原則として小文
字にて記載）

４．	注）は本文原稿の最後に一括して掲載してください。掲載は、注1	）などのナンバーをふり、注）の番号順に並べてく
ださい。

５．文献記載の様式は以下のとおりとします。
（1	）文献は本文の引用箇所の肩に	1）などの番号で示し、本文原稿の最後に一括して引用番号順に記載してください。文

献の著者が3名までは全員、4名以上の場合は筆頭者名のみあげ、（筆頭者）,他.	としてください。
（2）記載方法は下記の例示に従ってください。

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

Association	2000;	283:	373-380
2）南部鶴彦，島田直樹．医療機関の薬剤購入における価格弾力性の推定．医療経済研究2000；7：77-100

　　②単行本の場合
1）井伊雅子，大日康史．第9章　予防行動の分析．医療サービス需要の経済分析．日本経済新聞社．2002：173-194
2）	Organisation	 for	Economics	Co-operation	 and	Development.	A	System	 of	Health	Accounts.	 Paris:	OECD	

Publications,	2000．
　　③訳本の場合

1）	Fuchs,V.,	1991.	National	health	insurance	revisited.	Health	Affairs	[Winter],	7-17.（江見康一・二木　立・権丈善
一訳『保健医療政策の将来』勁草書房,	1995,	245-261）

６．	図表はそれぞれ通し番号を付し、表題を付け、出所を必ず明記してください。また、本文には入れ込まず、１図、１表
ごとに別紙にまとめ、挿入箇所を本文の右欄外に指定してください。

７．見出しに振る修飾数字・英字等は原則として以下の順序に従ってください。
　			l．　（1）　①　（a）　（ア）　…

（2008年3月31日	改定）
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　　The	Japanese	Journal	of	Health	Economics	and	Policy	accepts	articles	from	the	subject	areas	of	health	economics	
and	health	care	policy.	Articles	that	are	submitted	to	the	Editorial	Committee	of	the	journal	have	to	be	original	and,	as	
such,	 should	 not	 have	 been	 published	 elsewhere,	 either	 in	whole	 or	 in	 part,	 and	 should	 not	 be	 submitted	 to	 other	
journals	while	a	decision	on	publication	by	the	Editorial	Committee	is	pending.	Contributing	authors	should	be	mindful	
of,	and	strictly	follow,	the	Guidelines	set	below.

１．The	purposes	of	the	journal	are	as	follows:
1）The	development	of	research	in	the	area	of	health	economics	and	health	care	policy,	with	a	view	to	this	forming	

an	academic	basis	for	policy	design	and	its	evaluation.
2）The	provision	of	opportunities	for	scholars	and	other	interested	parties	to	present	research	results	in	the	area	of	

health	economics	and	policy.
3）The	promotion	 of	 free	 exchange	 and	 the	discussion	 of	 views,	 ideas,	 and	 opinions	 among	all	 persons	 concerned	

with	the	various	dimensions	of	health	economics	and	health	care	policy.

２．	Primarily,	the	following	types	of	articles	are	accepted	for	publication:
1）Research	 Papers:	 These	 are	 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	small	and	concise	notes	on	the	original	research,	or	articles	containing	new	views	

and	opinions	of	academic	value	that	do	not	meet	the	standards	of	a	research	paper.
3）Research	Reports:	These	include	reports	on	particular	data,	surveys,	experiments,	and	other	such	matters,	along	

with	reports	on	improvements	in	research	methodologies	that	can	provide	useful	information	for	future	research	
activities.

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

３．		Authors	are	subject	to	no	restrictions	with	regard	to	their	areas	of	research	interest	and	expertise.	The	authors	are	
not	required	to	be	members	of	the	Institute	for	Health	Economics	and	Policy	and/or	the	Japan	Health	Economics	
Association.

４．	Authors	should	email	the	main	text	of	their	articles	along	with	the	figures/tables	and	the	abstract,	and	should,	in	
addition,	 send	 a	 hard	 copy	 of	 the	 articles	 through	 regular	mail.	 Articles	 once	 submitted	will	 not	 be	 returned.	
Authors	may	express	a	preference	as	to	whether	their	articles	are	to	be	published	as	a	research	paper,	as	research	
notes,	 or	 a	 research	 report,	 although	 author	 preferences	 regarding	 article	 type	will	 not	 be	 binding	 upon	 the	
Editorial	Committee.

５．	Authors	should	follow	the	Writing	Guidelines	attached	with	the	Authors’	Guidelines.	When	asked	by	the	Editorial	
Committee	 to	make	 revisions,	 authors	 are	 expected	 to	 revise	 their	 articles	 in	 full	 accordance	with	 the	
requirements	of	the	Committee	and	to	resubmit	their	completed	and	revised	articles.	If	a	resubmission	is	not	made	
within	90	days	from	the	date	of	notification,	the	submission	will	be	considered	as	withdrawn.	However,	the	90-day	
limit	will	not	apply	in	cases	where	the	Editorial	Committee	decides	that	there	is	a	valid	reason	for	the	delay.

６．	In	 the	case	of	articles	based	on	research	 that	has	been	supported	by	grants,	 fellowships,	 or	other	 such	 funding,	
authors	are	required	to	provide	the	names	of	 the	awarding	 institutions	or	organizations	concerned,	 the	research	
title,	the	year	the	grant/fellowship	was	received,	and	all	other	relevant	information	in	their	acknowledgements.

７．	The	authors	must	clearly	indicate	that	all	research	involving	human	subjects	was	conducted	in	accordance	with	
the	 standards	 set	 out	 in	 the	 Ethical	 Guidelines	 for	 Epidemiological	 Studies	 and	Ethical	 Guidelines	 for	 Clinical	
Research.

８．	In	the	case	of	research	concerning	the	assessment	of	health	care	technology,	authors	are	advised	that	the	Editorial	
Committee	may,	if	necessary,	request	information	regarding	possible	conflicts	of	interest	prior	to	the	evaluation	of	
the	articles	concerned.

９．	Decisions	 regarding	 the	 acceptance	 of	 articles	 for	 publication	 and	 the	designation	 of	 the	 type	 of	 article	will	 be	
made	by	the	Editorial	Committee	on	the	basis	of	the	referees’	reports.	Submissions	that	do	not	meet	the	standards	
for	research	papers	may	be	published	as	research	notes	or	research	reports.

10．	The	Editorial	Committee	can	comment	on	the	papers	accepted	for	publication	if	points	related	to	research	designs	
of	the	papers	are	made	and/or	opinions	on	paper	reviews	are	divided.		In	that	case,	the	authors	will	be	notified	of	
such	comments.

11．	Authors	are	advised	that	the	Institute	for	Health	Economics	and	Policy	will	retain	the	copyrights	for	all	the	works	
accepted	for	publication.	The	authors	of	 the	papers	accepted	for	publication	will	be	requested	to	sign	a	consent	
form	for	copyrights	transfer.
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12．	There	is	no	publication	fee	for	the	published	papers.	Extra	copies	of	published	papers	will	be	provided	at	actual	cost	
price	upon	the	authors’	request.

13．	Articles	accepted	and	published	as	research	papers	will	be	eligible	for	being	considered	for	“Association’s	Paper	
Award”	for	the	most	valuable	article	of	the	year	and	the	award-winning	author(s)	will	be	honored	with	an	award	
certificate	by	Japan	Health	Economics	Association	and	with	an	extra	award	by	 Institute	 for	Health	Economics	
and	Policy.

14．	Authors	should	assume	principal	responsibility	for	proofreading	of	the	paper	for	language	(English)	related	issues.	
Therefore,	when	the	level	of	English	does	not	meet	the	standard,	authors	may	be	requested	to	bear	reasonable	
expenses	for	additional	proofreading	done	by	the	Editorial	Committee.

15．	Articles	should	be	sent	to	the	following	address:
Editorial	Office	of	the	Japanese	Journal	of	Health	Economics	and	Policy:
Institute	for	Health	Economics	and	Policy
No.	11	Toyo	Kaiji	Building	2F,	1-5-11	Nishi-shinbashi,	Minato-ku
Tokyo	105-0003	Japan
Telephone:	(+81)	3-3506-8529;	Fax:	(+81)	3-3506-8528
E-mail:	kikanshi@ihep.jp

Revised	as	of	April	1,	2011
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１．Format	of	articles
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	affiliation	
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-authored	articles,	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	English	keywords	are	to	be	selected	for	article	searches	and	listed	at	the	end	of	the	
abstract.	Keywords	in	English	should	as	a	rule	be	in	lower	case	letters.

４．	Endnotes（e.g.,‘Note	1’）should	be	placed	together	at	the	end	of	the	main	text	of	the	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	bibliographical	references,	but	for	works	with	
four	or	more	authors	the	name	of	the	first	author	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	Medical	

Association	2000;	283:	373-380.
Books:	
1）Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	Development.	A	 System	 of	Health	Accounts.	 Paris:	 OECD	

Publications,	2000.
Translations:	
1）Fuchs,	V.,	 1991.	National	 health	 insurance	 revisited.	Health	Affairs	 [Winter],	 7-17.（Translated	 by	Emi,	Niki,	

Kenjo.	Future	of	Healthcare	Policy.	Keiso	Shobo,	1995.	245-261).

６．	Figures	and	tables	are	to	be	numbered	sequentially,	with	captions	added	and	sources	clearly	indicated.	Figures	
should	 not	 be	 entered	 into	 the	main	 text	 of	 articles,	 but	 should	 rather	 be	 placed	 individually	 in	 separate	
attachments	with	the	places	for	insertion	indicated	in	the	right	margin	of	the	main	text.	

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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医療経済学会（報告）
第６回研究大会

The 6th Annual Meetings of
The Japan Health Economics Association (JHEA)

１．日時
2011年9月19日（月：祝日）9:30 〜16:00

２．会場
法政大学  市ヶ谷キャンパス（富士見校舎内）外濠校舎4階

東京都千代田区富士見2-17-1

３．研究大会長
　小椋　正立（法政大学　経済学部）

４．プログラム委員
プログラム委員長

　泉田　信行（国立社会保障・人口問題研究所）

プログラム委員

　後藤　　励（甲南大学　経済学部）

　野口　晴子（国立社会保障・人口問題研究所）

　橋本　英樹（東京大学大学院　公共健康医学専攻）

　花岡　智恵（大阪大学　社会経済研究所）

　東　　尚弘（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）

５．医療経済学会ホームページアドレス
http://www.ihep.jp/jhea/index.html

主催： 医療経済学会

共催： 科学研究費補助金特別推進研究・財団法人年金シニアプラン総合研究機構　

 および山田直志先生追悼記念事業委員会
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医療経済学会　第６回研究大会

プログラム　【A会場：S405】

◆ 一般演題 9:30〜11:30 ◆ 座長　東京大学大学院　公共健康医学専攻　福田　敬

A-1   「Cost-effectiveness of omalizumab for the treatment of adults with moderate to severe persistent 
asthma : results from a randomized controlled trial in Japan and the value of predictive methods 
for responders 」

京都大学大学院　医学研究科医療経済学分野　森島　敏隆
（指定討論者）東京医科歯科大学大学院 政策科学分野　坂巻　弘之

A-2  「結腸手術症例を対象にした手術部位感染による追加的医療費の推定」
医療経済研究機構　福田　治久

（指定討論者）産業医科大学　松田　晋哉

A-3　 「前立腺肥大症治療におけるα１遮断薬単独療法に対するα１遮断薬 
＋デュタステリド併用療法の経済評価」

立命館大学　柿原　浩明
（指定討論者）東京大学大学院　公共健康医学専攻　福田　敬

◆ 総会 12:30〜12:50 ◆ 

◆ 特別講演 12:50〜13:50 ◆ 司会　法政大学　経済学部　小椋　正立

※本特別講演は、「山田直志先生追悼記念事業委員会」との共催です。

「DOS E MORE SCHOOLING CAUSE BETTER HEALTH ?」 
MEMORIAL LECTURE IN HONOR OF TADASHI YAMADA

Distinguished Professor, City University of New York Graduate Center, and　　 　

 Research Associate, National Bureau of Economic Research　Michael Grossman
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◆ 一般演題 14:00〜16:00 ◆ Chair：Tetsuji  Yamada , Rutgers, the State University of New Jersey

A-4 「The Effect of Income on Health and Health Care Utilization among Japanese Children」
 （Presenter）Sayaka Nakamura, School of Economics, Nagoya University

 （Discusser）Kazumitsu Nawata , Graduate School of Engineering, University of Tokyo

A-5 「The effect of hospital medical services on child mortality in Japan」
 （Presenter）Chie Hanaoka, Institute of Social and Economic Research Osaka University

 （Discusser）Yoko Ibuka, Hitotsubashi University School of International and Public Policy 

A-6 「Maternal time at home : Impact on Infant’s health 」
 （Presenter）Mayu Fujii , University of Wisconsin-Madison,Department of Economics 

 （Discusser）Hiroaki Masuhara , Faculty of Health Services Management, 

Hiroshima International University 

プログラム　【B会場：S406】

◆ 一般演題 9:30〜11:30 ◆ 座長　東京大学大学院　公共健康医学専攻　橋本　英樹

B-1 「選定医療（時間外診療）導入が一自治体病院の救急外来受療率に与えた影響」
東京大学大学院　医学系研究科　稲田　晴彦

（指定討論者）九州大学大学院　医学研究院　馬場園　明

B-2 「DPC調査データを用いた、循環器疾患患者の精神疾患併発の状況と医療費への影響に関する分析」
医療経済研究機構　清水　沙友里

（指定討論者）東京医科歯科大学大学院　川渕　孝一

B-3  「An Empirical Analysis of the Structure of Medical and Long-term Care Costs in the Last Year of 
Life 」

中京大学経済学部　湯田　道生
（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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◆ 一般演題 14:00〜16:00 ◆ 座長　慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室　池上　直己

B-4 「急性心筋梗塞診療の質と病院の競合状態および症例数との関係」
京都大学大学院　医学研究科医療経済学分野　Sungchul  Park

（指定討論者）国立保健医療科学院　菅原　琢磨

B-5 「DEA（包絡分析法）による地域別医療供給体制の推定」
聖マリアンナ医科大学　佐藤　影美

（指定討論者）成城大学経済学部　河口　洋行

B-6 「急性期脳梗塞治療体制と患者アウトカムの関係の検討」
東京大学大学院　公共健康医学専攻　岩本　哲哉

（指定討論者）甲南大学　後藤　　励

プログラム　【C会場：S407】

◆ 一般演題 9:30〜11:30 ◆ Chair：Haruko Noguchi, National Institute of Population and Social Security Research

C-1 「高齢者の職歴と健康状態」
明星大学　梶谷　真也

（指定討論者）国立社会保障・人口問題研究所　野口　晴子

C-2 「Socioeconomic Determinants of Physical Inactivity among Japanese Workers」
（Presenter）Narimasa Kumagai , Kinki Univercity

（Discusser）Tetsuji Yamada , Rutgers , the State University of New Jersey

C-3  「Is Chronic Health a Normal Good ? Evidence from the Effect of Hypertension Diagnosis on Food 
Consumption.」

（Presenter）Moe Konisi ,Waseda Institute for Advanced study

（Discusser）Seiritsu Ogura , Hosei University
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◆ 一般演題 14:00〜16:00 ◆ 座長　東京大学大学院　公共健康医学専攻　東　尚弘

C-4 「子ども医療費の無料化と家計負担―東京都の義務教育就学児医療費助成制度が与えた影響について―」
名古屋市立大学　澤野　孝一朗

（指定討論者）国立社会保障・人口問題研究所　西村　周三

C-5 「安全と快適の厚生経済学的評価―出産サービスのコンジョイント分析―」
東京大学大学院　姉崎　久敬

（指定討論者）立命館大学　柿原　浩明

C-6 「市立病院産婦人科集約化政策の実証分析」
大阪大学　医学系研究科　足立　泰美

（指定討論者）東京大学大学院　公共健康医学専攻　東　　尚弘

プログラム　【D会場：S403】

◆ 一般演題 9:30〜11:30 ◆ Chair：Etsuji Okamoto , National Institute of Public Health Dept. of Health & Welfare Services

D-1 「A Comparison of the Uncertainty in Mean and Individual Risk Reductions 」
（Presenter）Yoko Ibuka, Hitotsubashi University School of International and Public Policy

（Discusser）Rei Goto, Faculty of Economics, Konan University

D-2  「Effects of Universal Health Insurance on Healthcare Utilization , Expenditures , and Health 
Outcomes : Evidence from Japan 」

（Presenter）Ayako Kondo, Faculty of Economics, Hosei University

（Discusser）Sayaka Nakamura, School of Economics Nagoya University

D-3 「The evaluation of Micro Health Insurance on maternal care in rural Bangladesh 」
（Presenter）Mohammad Touhidul Islam, Health Economics Department of Tokyo Medical and Dental University

（Discusser）Etuji Okamoto, National Institute of Public Health Dept. of Health & Welfare Services
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◆ 一般演題 14:00〜16:00 ◆ 座長　国立社会保障・人口問題研究所　泉田　信行

D-4 「医薬品産業の産業特性―2005年産業連関表による分析―」
明治大学　情報コミュニケーション学部　塚原　康博
（指定討論者）東京大学　経済学研究科　飯塚　敏晃

D-5  「Empirical Analysis of Effect of e-Health on Medical Expenditures : Focusing on Endogeneity and 
Sample Selection Biases 」

大阪大学　経済学研究科　明松　祐司
（指定討論者）富士通総研経済研究所　河野　敏鑑

D-6 「地方財政・地方選挙がマージナルな地域保健医療サービス供給に与える影響―交付税措置対象外の
がん検診の導入と廃止―」

日本経済研究センター　高久　玲音
（指定討論者）一橋大学大学院　経済学研究科　別所　俊一郎

以上
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　医療経済学会 第６回研究大会では、９月19日（月・祝）の一般演題の部において、大学院生による最
も優れた論文に対して、研究大会長より「若手最優秀論文賞」を授与することに致しました。厳正な審査
の結果、以下の論文が受賞し、賞状が授与されました。

○受賞者：藤井麻由（University of Wisconsin-Madison）

○論文名：When to start working after giving birth? : Impact on infant's health

○選考経緯および受賞理由：

【選考経緯】

　座長推薦を受けた有資格者の論文をプログラム委員全員が回覧して、秘密投票により決定した。有資格
者の論文は７編、座長推薦を受けた論文は４編、投票を得た論文（候補作）は３編であった。

【受賞理由】

　藤井麻由氏の論文は、出産を終えた母親の仕事に復職するタイミングが新生児のその後の健康に与える
影響を実証的に検討したものである。母親が就労すれば、新生児に十分なケアを与えられないため、その
後の発達や健康に影響を与える可能性がある。しかし、他方では、健康に問題がある新生児の母親の就労
は遅れる反面、母子ともに平均以上に健康であれば母親の就労は早まる可能性がある。したがって母親の
復職のタイミングと子どもの健康との関係を分析するためには、双方向の因果関係があるが、既存の研究
ではこの問題は考慮されていない。
　この論文は子どもの健康の指標として身長を選び、内生性の問題をクリアするため母親の復職のタイミ
ングの操作変数として、（連邦法による規制が始まる前に存在した）出産休暇についての州間の制度差や
地域ごとの労働市場条件の違いを利用した。使用した母子の状態に関するデータは米国労働省労働統計局
が実施しているNational Longitudinal Surveys for Youth 1979である。これは1979年に14歳から21歳であ
った調査対象者についてのパネルデータであり、研究者に公開されているものである。
　丁寧な実証分析作業から、これまでのところ、この論文では、新生児の健康は、出産後、母親が子ども
と過ごす時間に線形の関係で増加はしない、しかし生後６週間までは子どもの健康に正の影響を及ぼす可
能性がある、この期間まで復職を遅らせると母乳哺育の確率が高まる、などの結果を得ていることが報告
された。

医療経済学会 第６回研究大会 「若手最優秀論文賞」

第６回研究大会長　小椋　正立
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　これに対して、指定討論者から、推定の枠組みについての技術的な点のアドバイスがあり、復職しない
母親を分析の枠組みに取り込む必要性についての指摘があった。Michael Grossman教授から、身長を健
康の指標とすることへの疑問や、また母親以外の子育てへの寄与のコントロール等の必要性などについて
示唆があった。
　この論文には既存の文献や、その中でのこの論文の位置づけが非常に丁寧かつ明快に書かれており、さ
らに研究大会当日の報告や質問に対する回答も明確であった。これらの点からこの論文が研究大会プログ
ラム委員会の圧倒的な支持を集めて、若手最優秀論文賞を受賞した。

○その他の候補作：

　今回の他の２点の候補作も非常に力作であった。岩本哲也氏は、「急性期脳梗塞治療体制と患者アウト
カムの関係の検討」と題した報告において、2008年の診療報酬改定で、t-PA療法の実施の推進などのた
め創設された「超急性期脳卒中加算」を取得した病院への入院が患者アウトカムに及ぼす影響を検討し
た。アウトカムの指標として選択されたのは、入院中死亡と退院時機能障害である。どちらの指標でも、
患者の重症度が搬入先の選択に及ぼすバイアスが問題となるが、それをコントロールするために、患者住
所地から直近の加算取得病院までの距離と直近の救急受け入れ可能病院までの距離の差を操作変数とし
た。これはこの論文の非常に優れた点である。分析の結果、超急性期加算取得病院入院は有意に入院中死
亡の確率を下げていた。治療プロセスや搬送距離を考慮しても、結果は変わらなかった。一方、退院時機
能障害は在院日数を考慮しても有意に重く、加算取得病院における早期退院が影響していることが示唆さ
れた。
　稲田晴彦氏は、「選定療養（時間外診療）導入が一自治体病院の救急外来受療率に与えた影響」と題し
た報告において、中部地方の一自治体病院の二次救急外来のデータを用いたPoisson回帰分析によって、
軽症患者を対象とする特別料金を導入した結果、特別料金導入前後で、重症患者の受療率はほとんど変化
がなかったが、軽症患者の受療率は６割程度に減少した、という注目すべき結果を得ている。特別料金導
入に伴って生じうる受診の延期や差し控えによる患者の健康に対する影響を検討することは、今後の課題
である。

※抄録は医療経済学会ホームページに掲載しております。
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Japan Health Economic Association
The 6th Annual Meetings: 

International Session and
The 3rd Joint Meetings of Health Economics Association of  

Japan, Korea and Taiwan 

１．Time & Date
9:00 – 17:20, Sunday, September 18, 2011

２．Venue
4th Floor, Sotobori Building, Ichigaya Campus, Hosei University

2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo

３．President for the 6th Annual Meetings
　Seiritsu Ogura （Faculty of Economics, HoseiUniversity）

４．Program Committee for the 6th Annual Meetings
Chair

　Nobuyuki Izumida（National Institute of Population and Social Security Research）

Member

　Rei Goto（Faculty of Economics, Konan University）

　Haruko Noguchi（National Institute of Population and Social Security Research）

　Hideki Hashimoto（School of Public Health, University of Tokyo）

　Chie Hanaoka（Institute of Social and Economic Research, Osaka University）

　Takahiro Higashi （School of Public Health, University of Tokyo）

　 Takashi Fukuda （ Institute for Health Economics and Policy／ 

School of Public Health,  University of Tokyo）

４．Organizer
Japan Health Economics Association（http://www.ihep.jp/jhea/index.html）

５．Co-organizers 
Korea Health Economic Association, Taiwan Society of Health Economics,

Grant-in-Aid for Specially Promoted Research, Research Institute for Policies on 

Pension & Aging, and

Committee for the Memorial Symposium for Late Professor Tadashi Yamada
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Program　【Joint Meeting Room : S407】

◆ 【Theme 1】 Invited Paper Session 9:00 〜10:20 ◆
 Chair：Michael Grossman, City University of New York Graduate Center, and National Bureau of Economic Research

JM-1 「Behavioral Health Economics: Health Disparities and Healthcare Integration」
Presenter：Tetsuji Yamada, Rutgers, the State University of New Jersey

Discussant：Ayako Kondo, Hosei University

JM-2 「Economic incentives and hospital acquired infections」
Presenter：Bernard van den Berg, University of York

Discussant：Seiritsu Ogura, Hosei University

Break

◆ 【Theme 2】 Analyses of the Geographical Allocation of Medical Resources 10:30 〜14:20 ◆  
 Chair：Tetsuji Yamada, Rutgers, the State University of New Jersey

JM-3（JP） 「Examining the Prognosis of Patients by Types of Hospitals using GPS data」
 Presenter：Hideki Hashimoto,University of Tokyo

 Discussant：Wei-HuaTian, National Cheng Kung University

JM-4（JP） 「Geographical Mobility of Patients by Types of Health Care Institutions and Implication on 
Medical Zoning Policy」

 Presenter：Haruko Noguchi, National Institute of Population and Social Security Research

 Discussant：Chin-Shyan Chen, National Taipei University 

◆ Lunch Break 11:50〜13:00 ◆ Chair：Soonman Kwon, Seoul National University

JM-5（TW） ｢Unemployment rates and health status : Evidence from stroke incidence rate in Taiwan」
Presenter：Chun-Chih Chen, National Taipei University

Discussant：Chie Hanaoka, Institute of Social and Economic Research Osaka University

JM-6（TW）  「“A visit is not a visit?”－exploring quality and intensity of care in assessing equity in 
health care use 」

Presenter：Jui-fen Rachel Lu, Chang Gung University

Discussant：Hideki Hashimoto, University of Tokyo

Break
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◆ 【Theme 3】 Economics of Health Service Production in Hospitals 14:30〜17:20 ◆
 Chair：Chia Ching Chen, New York Medical College

JM-7（SRB）  「Radiology Diagnostics, Oncological Radiotherapy, Nuclear Medicine and Interventional 
Radiographics Services Utilization Patterns and Economic Consequences Analysis in a 
Large Tertiary Care University Hospital – Four Year Trends 2007 - 2010」

Presenter：Mihajlo B. Jakovljevic, University of Kragujevac

Discussant：Koichi Kawabuchi, Tokyo Medical and Dental University

JM-8（JP）  「Process standardization and volume-outcome relationship; empirical results from DPC 
national database」

Presenter：Tatsuhiko Kubo, University of Occupational and Environmental Health, Japan

Discussant：Chang-jin SUH, Hanyang University

Break

Chair：Chin-Shyan Chen, National Taipei University

JM-9（KR）  「Comparison between Japanese multiple payer versus Korean single-payer health 
insurance」

Presenter：Jeong, Hyoung-Sun, Yonsei University

Discussant：Naoki Ikegami, Keio University

JM-10（KR） 「Money Transfer and Birth Weight: A Causal Link from Alaska」
Presenter：Chung, Wankyo, Hallym University

Discussant：Seiritsu Ogura, Hosei University



＊ 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　※2011年は９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問合せは下記へ】
医療経済研究機構内　医療経済学会事務局
TEL 03-3506-8529　FAX 03-3506-8528
http://www.ihep.jp　　E-mail：gakkai@ihep.jp

　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、理事会にて承認を得ることになります。

年　　　　月　　　日申込

【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。
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