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要約 

平成 26年度末、日本において国債と地方債を合わせた公債残高（債務）の金額が 1000兆

円を超えた。債務が増える原因として歳入よりも歳出が多いことが挙げられる。そしてこの

歳出のなかでも社会保障給付費の占める割合が多い。そして今後も齢者の増加に伴い、社会

保障給付費はこれまで以上に増えることが予想されている。そして日本政府は 2015年 6月

10日の経済財政諮問会議で財政健全化に向けて社会保障給付費の伸びを 2017年までに 1.5

兆円にするとの方針を固めた。しかし依然として具体策には踏み込めていない。そこで、本

稿で焦点を当てたのは社会保障給付費のなかでも伸びが著しい介護費である。 

2000年 4月に施行された介護保険であるが、施行当初の介護保険の総費用は 3.6兆円であ

ったが、2013年現在、介護保険の総費用は 9.6兆円と約 2.6倍近く増加しており、団塊の

世代が 75歳以上となる 2025年には 19.8兆円まで伸びると推定されている。なお、具体

的な高齢化の予想として、2013年 10月 1日現在では過去最高の 3190万人までに上昇し、

総人口に占める 65歳以上人口の割合（高齢化率）は過去最高の 25.1％であった。日本の

高齢化は今後もますます進行していくと見込まれており、2060年には、高齢化率は

39.9％に達し、2.5人に 1人が 65歳以上になると推計されている。 

この高齢者の伸びにより介護認定者数も 2015年 4月の時点で 607.7万人まで増加した。

そして高齢化の進展により介護認定者数の絶対数が伸びることは避けられない。しかし私

たちはこの介護費用の著しい伸びには、高齢者の増加以外に介護市場に原因があるのでは

ないかと考えた。その一つとして介護認定者が増加することに伴い介護サービス事業者の

競争が激化し、介護サービス事業所の収入が減少した結果、減少した収入を補うために誘発

需要（利用者の過度な掘り起こし）を引き起こしている可能性を検証する。 

なお、先行研究では、介護市場における誘発需要の有無に関する研究はされているが、誘

発需要が介護市場のどの分野で起こる可能性があるのかという研究はなされていない。そ

こで本稿では、特に近年急激に増加しているサービス付き高齢者向け住宅に注目して、実証

分析を用いた分析を行う。使用する分析手段としては、同時方程式(SUR, Seemingly 

Unrelated Regressions) により分析を行う。 
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分析結果から、サービス付き高齢者向け住宅や居宅サービス事業所数の増加は誘発需要

の可能性があるという事が明らかになった。一方で同じ居宅サービスである訪問介護事業

所数の増加には誘発需要は存在しなかった。現在の政府が居宅サービスの推進に力を注い

でいるが、以上の分析結果から、訪問介護事業所数を増やすことで、誘発需要を防ぎ且つ

政府が推進している居宅サービスの利用料も増加させられると考えられる。 

分析の結果、コストを高める施設を増やさず、コストを引き下げる効果のある施設を増

やすことが今後の高齢化社会を迎えるにあたって、社会保障費を増やさないことにつなが

る。 
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はじめに  

図１より、日本は長期債務残高が増え続けている事から財政赤字が続いていることが把

握出来る。今や国と地方の長期債務残高の合計金額は 1000兆円にまで達しており、今後

も増えることが想定される。現在の日本の財政状況に至った主な要因のひとつに、八代ほ

か(2013)において、「高齢化のスピードがもっとも早い日本では、社会保障給付費が増え

続ける一方で、主に賃金に課せられる税・社会保険料収入は、長期にわたるデフレ持続の

下で、ほぼ横ばいにとどまっている。この給付と負担との収支差は、年々、拡大してお

り、その不足分は、事実上、国債発行の増加額とほぼ等しく、後代世代への際限なき負担

の先送りが生じている。」と、指摘されているように、社会保障給付費があげられる。社

会保障給付費は、高齢化の進展に伴って構造的に毎年増加することが予想されており、歳

出拡大並びに債務残高の拡大が考えられる。 

 政府が 2015年 6月 10日に開催した経済財政諮問会議で示した「「経済財政運営と改革の

基本方針 2015（仮称）」骨子案」2では、「社会保障・税一体改革を確実に進めつつ、経済再

生と財政健全化及び制度の持続可 能性の確保の実現を目指した改革を行う」と提案されて

いたが、政府は未だ社会保障費抑制のための具体的な案を提示していない。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 URL：http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/0610/shiryo_05.pdf 
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図 1 国と地方の長期債務残高の推移 

 

出所：財務省「日本の財政を考える」3より筆者作成 

 

図２によると、医療、年金、介護などの社会保障給付費は、2000年度は総額 78.1兆円で

あったが、2012 年度には総額 109.5 兆円、更に団塊の世代がすべて 75 歳以上となる 2025

年度には総額 148.9兆円まで増加すると見込まれている。 

実際に内訳をみてみると、年金や医療費も年々増加していることがみられるが、介護保険

の総費用は 2013年現在 9.6兆円と、2000年と比較して約 2.6倍近く増加しており、2025年

には介護費用は 19.8兆円まで膨らむと見込まれている。そこで、本稿では社会保障給付費

の中でも、2025年に伸びが著しい介護保険の費用に焦点をあてる。 

                                                

3 URL：http://www.zaisei.mof.go.jp/pdf/3-4%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%83%96%EF%BC% 

89%E9%95%B7%E6%9C%9F%E5%82%B5%E5%8B%99%E6%AE%8B%E9%AB%98%E3%81%AE%E6

%8E%A8%E7%A7%BB.pdf 
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この介護保険は 2000 年 4 月に施行され、今年で 15 年目を迎える。厚生労働省のウェブ

サイト「介護保険事業状況報告(暫定) 」によると、2015年 6月末の時点で、約 189万人4が

要支援・要介護認定を受けている。 

また、介護費用は制度が始まって以降、年々膨らむ一方である。急増する介護費用を抑制

するために、2015 年 8 月より年間の年金収入額が単身で 280 万以上の人は利用する介護保

険サービスの自己負担額が 1割から 2割へと引き上げられた。5 

 

図 2 社会保障給付費の推移 

 

出所：厚生労働省ウェブサイト「社会保障に係る費用の将来推計の改定について（平成 24

年３月）」6より筆者作成 

 

                                                

4 URL：http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-1.html 

5 夫婦の年金収入合計額が 346 万未満なら夫婦とも 1 割のままである。日本経済新聞電子版 2014 年 6 月

19 日「介護保険、持続へ一歩 15 年８月から２割負担 さらなる負担見直しや給付効率化課題」(URL：

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS18030_Y4A610C1MM8000/)(2015 年 10 月 28 日閲覧) 

6 URL：http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/shouraisuikei.pdf 
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本稿では、社会保障費が拡大する中でも特に伸びの著しい介護費用に着目した。この費用の

拡大には高齢化による認定者数の伸び以外の原因があるのではないかと考えこのテーマに

至った。研究の特徴としては、近年急速に増加し続けているサービス高齢者向け住宅に目を

向け同時方程式（SUR, Seemingly Unrelated Regressions）を使用し分析をしていることが

挙げられる。 

コストを高める施設を増やさず、コストを引き下げる効果のある施設を増やすことが今

後の高齢化社会を迎えるにあたって、社会保障費を増やさないことにつながる。 

 

 

 

第１章 現状分析・問題意識 

第 1 節 要介護認定者数の推移 

内閣府(2014)『平成 26年版高齢社会白書』によると、昨今急速に高齢化が進み 2013年

10月 1日現在、65歳以上の高齢者人口は過去最高の 3,190万人になり、総人口に占める

65歳以上人口の割合（高齢化率）は過去最高の 25.1％であった。日本の高齢化は今後も

進行していくと見込まれており、2060年には、高齢化率は 39.9％に達し、2.5 人に 1人が

65歳以上になると推計されている。 

このような状況下において、介護を必要とする高齢者も年々増加している。図３による

と、2000年の介護保険施行当初の要支援・要介護認定者数は 218万人であったが、2015

年 4月には約 3倍の 607.7 万人まで拡大した。要支援・要介護認定者数が年々増えている

ことから、介護に関するニーズは高まっており、それに伴い介護保険に必要な費用も増加

すると考えられる。 
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図 3 要支援・要介護度別認定者数の推移 

 

出所：厚生労働省ウェブサイト「介護保険事業状況報告(暫定)」7より筆者作成 

厚生労働省ウェブサイト「地域包括ケアシステム」内に掲載されている「介護保険制度

を取り巻く状況」8によると、介護保険の給付(総費用額)が年々増加している事がわかる。

この要因として高齢化に伴う要支援・要介護認定者数の増加が考えられるが、要介護認定

基準を変えて認定者数を減らすなどといったことは容易ではない。例えば、「これまでの

介護認定の基準が変更になることは、高齢者の多い認定者からすれば彼らのこれまでの生

活習慣に強制的な変化をもたらすことにつながり、抵抗があると予想される。」また、介

護保険給付の削減を目的として、本当に介護を必要とする要支援・要介護認定者に対し

て、介護給付費用を削減することは難しいだろう。 

                                                

7 URL：http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-1.html 

8  URL ： http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-

houkatsu/index.html 
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しかし、介護保険費用を給付するにあたって情報の非対称性を利用し、過度に介護利用

者を掘り起こす誘発需要が起きた場合、その給付は削減しなければならない。次節では介

護誘発需要について説明する。 

 

第２節 誘発需要 

第 1 項 誘発需要の理論モデル 

前節で説明したように、日本では高齢化が急速に進むため、介護市場は日々刻々と変化

している。そのため、介護保険制度は３年ごとに見直し、改正される。その上、制度自体

が非常に複雑なため、介護利用者にとって組みが理解しづらくなっている。この状況か

ら、介護サービス供給側と受給側(需要側)の間に情報の非対称性が生じる可能性がある。

つまり、介護サービス受給者側(需要者側)に十分な情報が行かず、供給側が情報を独占す

る可能性がある。そして、独占した情報を利用して、供給者側は受給者側(需要者側)に必

要以上の介護サービスを提供し、利益を得ようとする可能性が考えられる。例えば、山内

(2003、2004)を参考に、より簡潔な図を用いて、この状況を説明する(図 4)。介護市場に

おける需要曲線は当初 D₀であったが、供給者側が情報を独占することで、上述のように必

要以上の介護サービスを提供するために、需要量を操作する。これは、D₀から D₁へと需要

曲線を右へシフトさせることを意味する。そして、均衡点を E₀から E₁へと右上方向へシ

フトさせるために、均衡取引量は X₀から X₁へと増大し、均衡価格も P₀から P₁へと上昇す

る。この状況を誘発需要と言い、誘発需要は拡張する介護費に拍車をかけているのではな

いかと考えられる。 

次項からは、介護誘発需要に影響を与えると考えられる要因について、近年注目されて

いる２つの要素について解説する。 
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図 4 誘発需要の現状 

 

出所：筆者作成 

第 2 項 誘発需要の実例 

第 1 項で説明した介護誘発需要に影響を与えると考えられる最初の要因は、ケアマネ

ージャーの「過剰介護」である。 

護誘発需要に関しては新聞報道も存在し、実際に介護誘発需要の発生が疑われる。例え

ば、読売新聞朝刊(2015年 9月 6日 20頁)に記載されている記事「プラン点検 過剰介護

防ぐ」によると、過剰介護の問題を指摘している。介護利用者に向けて「ケアプラン」を

作成するケアマネジャーの一部が、不必要なサービスを盛り込んだ「ケアプラン」を利用

者に供給し、需要を誘発することで利益を出す「過剰介護」の横行があるそうだ。また、

この背景には、他の介護サービス事業所と比較して、ケアマネジャーの所属する事業所に

おいて、経営状況の厳しいことが挙げられている。 

０
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第 3 項 サービス付き高齢者向け住宅 

第 1 項で説明した介護誘発需要に影響を与えると考えられるもう一つの要因は、サービ

ス付き高齢者向け住宅の存在とその増加である。近年政府が力を注いでいる事業のひとつ

に居宅介護サービスの普及がある。その中でも特にサービス付き高齢者向け住宅は注目さ

れており、2011 年 10 月 20 日より「サービス付き高齢者向け住宅」の登録が開始された。

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者単身・夫婦世帯が住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けるために創設されたバリアフリー構造の賃貸住宅である。政府はバリアフリー整備

や生活を支えるスタッフが常駐している住宅を高齢者住宅として位置づけ、1戸 100万円の

補助金を設けた。さらに、結城(2015)によると、2011年 11月から 10年間で 60万戸の創設

を目指しているそうだ。サービス付き高齢者向け住宅は民間企業によって運営され、都道府

県単位で認可・登録された賃貸住宅であり、認定の軽い高齢者を受け入れている。また、一

般的な賃貸住宅よりも高齢者が住みやすく、借りやすいとも言われている。提供されるサー

ビス9は、介護スタッフによる見守りや生活相談などが付随している。入居者が負担する費

用としては、入居時に初期費用として 0から 100万円、月額利用料は 10から 0 万円とばら

つきがある。住宅入居基準として 60歳以上の高齢者、要介護・要支援者、要介護・要支援

者の同居者が利用可能であると決められている。提供されるサービスとしては、介護スタッ

フによる見守りや生活相談がある。また施設によっては、食事、入浴、排泄などの介護サー

ビスもある。 

なお、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム10によると、2015年 8月末時点で、

約 18 万 4096 戸が建設されている。政府がこれからの高齢化社会に向け全面的にサービス

付き高齢者住宅の設置を推進しており、これからもサービス付き高齢者住宅戸数は増え続

けると考えられる。このサービス付き高齢者向け住宅には介護保険サービスを利用できる

施設が併設されていることが多く、この住宅の事業者とケアマネジャーが癒着した結果、サ

ービス付き高齢者向け住宅全体の収益をあげるために、不必要なサービスを盛り込んだケ

                                                

9特定施設入居生活介護の指定を受けている一部のサービス付き高齢者向け住宅では介護職員による食事・掃除・洗濯の

サポート等が行われる。 

10 URL: https://www.satsuki-jutaku.jp/ 
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アプランを施設に併設されている事業所のケアマネジャーにより作成し利用者側に提供し

ていると考えられる。以下サービス付き高齢者向け住宅に関する概要である。 

 

・登録先－都道府県 

・登録基準 

 ハード：居室の床面積は原則 25㎡以上（台所などが共有なら 18㎡） 

サービス：サービスを提供すること（安否確認や生活相談サービスは必須事項） 

 契約内容：長期入院を理由に利用者側から一方的に解約することができないなど居住の

安定が図られた契約であり、敷金・家賃・サービス対価以外の金銭を徴収しないこと。

前払いの返還ルールなど保全措置が図られていること。 

 住宅地特例：2015 年の改正により食事の提供など、介護を提供していて有料老人ホーム

に該当する「サービス付き高齢者向け住宅」も住宅地特例に対象となった。他の市区町

村から転居してきた場合、以前受け持っていた市区町村が介護給付を負担する。 
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第２章 介護保険制度の概要 

第 1 節 介護保険制度の背景 

「介護誘発需要」の要因分析をテーマとするにあたり、基盤となる介護保険制度について

説明する。この制度ができた背景として、介護が必要な高齢者が増加していることや、核家

族化や独居化が進み高齢者だけで暮らす世帯も増え、家族だけでは介護を必要とする高齢

者を支えることが厳しくなった。そこで介護を家族だけで担うのではなく、社会全体の問題

としてとらえ、解決していこうという機運が高まり、2000 年 4 月より介護保険が施行され

た。 

第 2 節 介護保険制度の財源構成 

図５から、介護保険制度における財源構成は税金負担と、保険料負担の 2つに分類され、

税金が 50％、保険料が 50％で運営されていることが分かる。保険料負担の内訳としては 65 

歳以上の第 1号被保険者から 21％、40歳から 64 歳までの第 2号被保険者から 29％の保険

料を徴収している。第 1 号被保険者と第 2 号被保険者の分担比率は、全国の人口比率が適

用される(2015年時点では、約２対３)。一方で税金負担による内訳は、国庫負担金が 20％、

都道府県による負担が 12.5％、市町村による負担が 12.5％になっている。さらに調整交付

金という制度が存在する。調整交付金は、第 1号被保険者のうち 75歳以上の割合及びに所

得段階別被保険者割合の全国平均との格差より生ずる保険料基準額の格差調整のために交

付されるものである。これらの財源を使用して、介護サービス利用者にサービスを提供す

る。 

また、介護サービス利用者の負担は、1～2割であり、残りの 8～９割が介護保険給付で賄

われている。保険給付の対象条件として、第 1号被保険者は 65歳以上で市町村に住所のあ

る人、第 2号被保険者は、40歳以上 64歳で市町村に住所を持ち、医療保険に加入している

人が該当する。介護サービス利用者の負担額が、著しく高騰になることを避けるため、負担

額が 一定額を超えた場合には、超過部分が高額介護サービス費として保険から還付され

る。 
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図 5 介護保険の財源構成 

 

出所：厚生労働省ウェブサイト「介護保険制度の概要」11より筆者作成 

また、図５で示された財源に関して、市町村(保険者)と加入者(被保険者)、サービス事業

者(在宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス)の関係を表したものが図６である。 

第 1号被保険者の保険料の納付方法は普通徴収（市町村の個別徴収）と特別徴収（老齢

年金から天引き）となっている。特別徴収の場合年金保険者によって納入される。第 2号

被保険者は、国民健康保険、共済組合、共済けんぽ、健康保険組合等医療保険の保険料に

上乗せで徴収され、社会保険診療報酬基金に介護給付費、地域支援事業支援納付金として

一括納付される。社会保険診療報酬基金はこれを市町村(保険者)に交付する。加入者の保

険料はこのような流れで納付される。 

                                                

11 URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index. 

html 

調整交付金, 5

国庫負担金, 20

都道府県負担金, 
12.5

市町村負担金, 
12.5

第２号保険者, 29

第１号保険者, 21

介護保険制度の財源構成（単位：％）
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次に要介護認定者の利用できるサービスには在宅サービス、地域密着型サービス、施設

サービスがある。これらのサービスを 1〜2割の自己負担で受けることが可能だが、施設

サービス利用には別途、食費、居住費が必要になる。 

残りの 9割は先程の図 5で示したように、保険者と、税金によって賄われる。サービス

事業者は、9割の保険給付費を国民健康保険連合会に請求し、国民健康保険連合会は審

査、支払いを行う。市町村(保険者)は国民健康保険連合会に審査、支払いの業務を委託し

ている。介護保険制度の財源の仕組みは以上のような仕組みとなっている。 

 

図 6 介護保険制度の仕組み 

 

出所：厚生労働省ウェブサイト「公的介護保険制度の現状と今後の役割」12より転載 

                                                

12 URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index. 

html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index
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第 3 項 介護保険の申請から認定までの流れ 

本項では要支援・要介護認定の流れについて説明する。被保険者は、自身の健康状態が

悪化し、要介護状態あるいは要支援状態に該当するからといって、すぐには介護保険給付

の対象にはならない。介護保険を通じたサービスの利用を希望する際は、要支援・要介護

認定を受けなければならない。また、認定結果によって利用できるサービスや介護保険給

付の限度額に違いもある。以下では介護保険の申請から認定までの流れに沿って説明す

る。  

 

① 要介護認定の申請 

介護保険を利用したいと思う被保険者は、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」

に「介護保険被保険者証」や「主治医意見書」などを添えて市区町村の介護保険課などの

窓口などに提出後、「介護保険資格者証」が交付される。申請後、原則として 30日以内

に介護保険利用可能な要支援・要介護状態にあるのか、否か訪問調査員（市町村の職員）

が認定する。認定判断は、認定調査、コンピューターによる一次判定、介護認定審査会で

二次判定の三段階に分けられている。 

② 認定調査 

申請を受けた市町村は調査員を派遣して認定の調査をする。この調査員は市町村の職員

が基本とされているが、居宅介護支援事業所に委託することも可能であり、その場合は委

託を受けた事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）が行う。認定調査は全国共通の調

査票に基づいて行われる。その内容は①概況調査(現在利用しているサービスの状況や家

族状況など)、②基本調査(心身の状況について9種74項目の聞き取り等)、③特記事項(基

本調査を補足する具体的状況8項目)の3種類の調査から成り、調査員による聞き取りで行

われる。 

 

（２－１）一次判定 

 一次判定で審査判定の基準となるものは基本調査で、調査員が聞き取りによりそれぞれ

の項目をチェックし、その調査結果をコンピューターで処理して「要介護認定基準時間」
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13を推計して行われる。市区町村はこの他に被保険者の主治医から意見書を提出する形で

意見を求める。 

 

（２－２）二次判定 

 介護認定審査会にて、保健医療福祉の有識者などが「基本調査にもとづく一次判定結

果」「調査時の特記事項」「主治医意見書」の内容をもとに慎重に審査・判定をする。 

 

③ ケアプランの作成  

これら一連の認定判断の下、原則30日以内に要介護度が決定される。その後、介護保険サ

ービスを利用するときは、ケアマネジャーが介護や支援の必要性に応じてサービスを組み

合わせたケアプランを作成する。 

表 1 認定別介護段階 

 

                                                

13要介護認定基準時間とは、「介護にかかる時間のこと」で基本調査に基づき、①直接生活介助、②間接生活介助、③問

題行動関連行為、④機能訓練関連行為、⑤医療関連行為の 5 つの分野の介護行為ごとに必要な 1 日当たりの時間を合

計して推計したもののこと。 
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出所：2009-2014 介護保険 介護サービスガイド「要介護度は7段階」14より筆者作成 

（３－１）ケアプラン 

 ケアプランとは、介護保険給付対象のサービスを行うための計画書であり、ケアプラン

を立てていなければ1～2割の自己負担でサービスを受けることはできない。要介護の人は

介護サービス計画書、要支援の人は介護予防計画書を作成する。 

 

（３－２）介護支援専門員（ケアマネジャー） 

ケアマネジャーの仕事内容には、要介護者や要支援者の相談に応じ、その人にあったケア

プランの作成や市町村と介護サービス事業者・施設との連絡調整を行うものとされている。

要支援・要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識・技術を有す

るものとして介護支援専門員証の交付を受けた人のことである。 

 資格を有する条件として、保健医療福祉分野での実務経験（医師、看護師、社会福祉士、

介護福祉士など）が 5年以上あり、尚且つ、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介

護支援専門員実務研修の課程を修了した後、介護支援専門員証の交付を受けることができ

た場合、晴れて介護支援専門員となることができる。 

  

                                                

14 http://kaigo.digiweb.jp/kaigo/entry2.html 
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第 3 章  

先行研究及び本稿の位置づけ 

第 1 節 先行研究 

山内(2003)では、介護給付費の伸びが著しいという問題に対して、介護事業者による不

正請求や過度の利用者掘り起こしの事例が指摘されている。この指摘から、山内(2003)で

は、医療経済学における「供給者誘発需要仮設(Supplier-induced demand hypothesis)」

によるアプローチを活用し、介護市場に潜むモラルハザードの存在の可能性を検証してい

た。分析では、主に国民健康保険中央会発表の「介護給付費の状況」及び「認定者・受給

者の状況」、社会福祉・医療事業団発表の「介護事業者情報」データを使用し、分析手段

にはTwo-way Modelを使用していた。分析の結果訪問介護市場の競争度が高くなればなる

ほど、誘発需要が起こる事がわかった。また、その誘発は利用件数や日数を通じた「利用

者の掘り起こし」によって引き起こされる可能性があると提唱した。 

湯田(2005)の論文では、介護費用の増加の要因として、介護事業者による過度な利用者

の掘り起こしや、不正請求など、制度の趣旨とは反している、または不正な事例などが生

じていることから、介護サービス需要を要介護者の自発的需要と事業者による誘発需要と

に分けて分析を行う Two-phase modelを用いて、介護サービス市場における供給者誘発需

要仮説の実証分析を行った。湯田(2005)は山内(2003)の論文において誘発需要が確認され

ていることから、訪問介護に主な焦点をあてている。分析を行う前に訪問介護事業者密度

の変数が内生変数である可能性があるため、Hausmanの内生性の検定を用いて検証を行っ

た結果、訪問介護事業者密度に内生性が見られなかったため、外政変数としても取り扱っ

たことが特徴である。 

 そして受給率関数の推定結果から、正に有意が見られ、訪問介護サービス市場におい

て各事業者が要介護者を獲得しようとサービスの内容を充実させたり、サービスの質を改
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善させたりすることによって供給不足が解消された結果、訪問介護の受給率が増加してい

ることを示した。分析の結果、ほとんどのサービスにおいて、事業者密度が１件当たり費

用に正の影響が見られない、また確認されたとしても限定的であるという結果となった

が、介護サービス市場を鑑みれば、事業者密度の増加が、各介護サービスの受給率に影響

を与えているサービスについて、不必要なサービスを提供するといった「過度な要介護者

の掘り起こし」に事業者による影響があるのではないかと言及している。今後の検証にお

いてより精緻な分析を用いる必要があるとも指摘している。 

赤木ら(2008)は、先に紹介した先行研究とは違った視点で分析を行っている。赤木ら

(2008)では政府が事業者の報酬単価や生産費用などの外部環境を整えることによりサービ

スの質を改善できるのではないかと検証している。分析の結果から、事業者が競争し合う

場合においても、市場には高いサービスと低いサービスが混在していることを確認した。

この結果の背景として、低い質のサービスが存在する理由にサービスの質を識別できない

人が含まれており、識別できない層を対象とする事業者がいると指摘している。 

小田ら（2005）の問題意識としては、介護事業所がケアマネジャーを通して過度に需要

をほり起こした結果、介護費用が必要以上に増大しているのではないかと考え、パネルデ

ータを用いて検証している。その結果、不正請求の摘発事例や介護保険施設による認定申

請の代行が利用者の医師に反した過度の掘り起しを生じている結果となった。 

大野は（2014）介護費用の構造と将来推計について述べている。まず高い要介護度や施

設サービスの利用は一人当たり費用額が大きく、また年齢階層が高まるほど受給者の割合

は上昇することを確認している。また今後高齢者の増加によって認定者数、要介護者数や

施設サービスを利用する人は相対的に多くなることを述べている。そのため介護総費用は

これらの伸びよりも大きくなる。以上より将来的に 1号被保険者の伸びが介護費用や給付

費よりも大きくなることを指摘した。 

泉田（1998）らは医療費の増加が社会問題となっている中で医師誘発需要が起こってい

るのではないかという仮説を考えた。この仮説は、医師が患者よりも医療に詳しいことを

利用しより濃厚な医療を受けるよう行使できることを基にしている。なお、通常の財・サ



ISFJ2015 最終論文 

 

ービス市場において供給者の増加は競争を激化させ価格を低下させるが、医師誘発需要が

打倒している場合の競争政策は逆の効果をもち得る。これらのことから、人口・医師 1人

あたりが医療費に有意に正の効果を与えているかを検証した結果、外科医対人口比率が

１％上昇すると外科医手術件数が 0.３％増加すると導いた。これらの現象は医師誘発需要

仮説によって説明できるとしている。しかしこれらの医師誘発需要を批判するものとし

て、医師裁量的需要と患者自律的需要が識別できていないのではないかという指摘も上が

っている。 

 

第 2 節 本稿の位置づけ 

本稿では、サービス付き高齢者住宅における誘発需要が起こっている可能性を探るべく

検証を行う。そして計量分析において、同時方程式を使う。 

本稿で検証したい介護市場での誘発需要の需要をサービス付き高齢者向け住宅がもたら

すのかについては、いまだ実証分析を用いた研究がなされていない。検証を行うにあた

り、本稿の新規性としてはサービス付き高齢者住宅を説明変数に加えたことがあげられ

る。 
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第４章 理論・分析 

第１項 分析の概要 

本稿では分析手段として同時方程式(SUR, Seemingly Unrelated Regressions)を使用す

る。分析を行うにあたって、Breusch-Pagan検定の結果から、今回の 3種類のサービスに

関しての、推定式の誤差項の相関がゼロであるという帰無仮説を有意水準 1％で棄却出来

るため、各被説明変数に関して、それぞれを最小二乗法(OLS)を用いて推定するよりも、

SURによる同時推定を行うことが望ましいという結果になった。したがって、同時方程式

(SUR)による分析結果を基に解釈を行う。なお、参考までに最小二乗法を用いて各被説明

変数に対して、回帰分析を行った結果も掲載しておく。 

表 2 推定結果一覧 

 

出所：著者作成 

都道府県別総人口に占める65歳以上人口割合 -826.6882 *** 109.2883 ** 102.972 *** -826.6882 *** 109.2883 ** 102.972 ***
(-6.55 ) (2.3 ) (3.07 ) (-6.06 ) (2.13 ) (2.84 )

要支援・要介護認定者数一人当たりケアマネージャー合格者数-28924.25 *** 4667.46 *** 9663.594 *** -28924.25 *** 4667.46 *** 9663.594 ***
(-8.17 ) (3.5 ) (10.27 ) (-7.57 ) (3.24 ) (9.51 )

地方税 9.71E-10 -1.92E-08 *** 2.61E-09 9.71E-10 -1.92E-08 *** 2.61E-09
(0.09 ) (-4.54 ) (0.87 ) (0.08 ) (-4.2 ) (0.81 )

介護老人福祉施設数 -0.1738438 -0.1682869 ** -0.0131557 -0.1738438 -0.1682869 ** -0.0131557
(-0.95 ) (-2.45 ) (-0.27 ) (-0.88 ) (-2.27 ) (-0.25 )

介護老人保健施設数 1.014686 *** 0.2523162 ** -0.161882 * 1.014686 *** 0.2523162 * -0.161882 *
(3.05 ) (2.01 ) (-1.83 ) (2.82 ) (1.86 ) (-1.69 )

介護療養型施設数 0.2566751 0.1856535 * 0.1713025 ** 0.2566751 0.1856535 * 0.1713025 **
(1.00 ) (1.92 ) (2.51 ) (0.93 ) (1.78 ) (2.33 )

小規模多機能型住宅数 -0.4096133 *** -0.1413291 *** 0.0587216 ** -0.4096133 *** -0.1413291 *** 0.0587216 *
(-3.9 ) (-3.58 ) (2.1 ) (-3.62 ) (-3.31 ) (1.95 )

-1.119112 *** 0.1668696 -0.0847037 -1.119112 *** 0.1668696 -0.0847037
(-3.44 ) (1.36 ) (-0.98 ) (-3.18 ) (1.26 ) (-0.91 )

訪問介護事業所数 0.0714597 * -0.0131075 0.0018931 0.0714597 * -0.0131075 0.0018931
(1.83 ) (-0.89 ) (0.18 ) (1.69 ) (-0.83 ) (0.17 )

訪問入浴事業所数 -0.070226 -0.1322867 ** 0.0990182 * -0.070226 -0.1322867 * 0.0990182 *
(-0.37 ) (-1.84 ) (1.95 ) (-0.34 ) (-1.71 ) (1.81 )

通所介護事業所数 -0.0635402 ** 0.0140096 0.0052916 -0.0635402 ** 0.0140096 0.0052916
(-2.23 ) (1.3 ) (0.7 ) (-2.06 ) (1.21 ) (0.65 )

通所リハビリテーション事業所数 -0.0054117 0.051581 * -0.0210024 -0.0054117 0.051581 * -0.0210024
(-0.07 ) (1.84 ) (-1.06 ) (-0.07 ) (1.7 ) (-0.98 )

短期入所生活介護事業所数 0.0660509 0.0593423 ** -0.0194114 0.0660509 0.0593423 ** -0.0194114
(0.95 ) (2.26 ) (-1.05 ) (0.88 ) (2.09 ) (-0.97 )

短期入所療養介護事業所数 -0.2528035 -0.1696004 ** 0.0344341 -0.2528035 -0.1696004 * 0.0344341
(-1.18 ) (-2.1 ) (0.6 ) (-1.09 ) (-1.94 ) (0.56 )

特定施設入居者生活介護事業所数 0.1336183 0.0551289 * -0.0436048 ** 0.1336183 0.0551289 -0.0436048 *
(1.61 ) (1.76 ) (-1.97 ) (1.49 ) (1.63 ) (-1.83 )

福祉用具貸与事業所数 -0.5075772 -0.1980873 -0.072925 -0.5075772 -0.1980873 -0.072925
(-1.52 ) (-1.58 ) (-0.82 ) (-1.41 ) (-1.46 ) (-0.76 )

特定福祉用具販売事業所数 0.3347598 0.1640064 0.0597041 0.3347598 0.1640064 0.0597041
(1.1 ) (1.44 ) (0.74 ) (1.02 ) (1.33 ) (0.69 )

居宅介護支援事業所数 -0.0211123 *** 0.0249428 0.0102132 -0.0211123 0.0249428 0.0102132
(-0.32 ) (1.02 ) (0.59 ) (-0.3 ) (0.94 ) (0.55 )

国民年金　平均年金月額 0.0039261 *** -0.0022781 *** -0.0003408 0.0039261 *** -0.0022781 *** -0.0003408
(2.85 ) (-4.4 ) (-0.93 ) (2.64 ) (-4.08 ) (-0.86 )

定数項 273.6434 266.8754 *** 193.0847 *** 273.6434 *** 266.8754 *** 193.0847 ***
(3.44 ) (8.92 ) (9.13 ) (3.19 ) (8.26 ) (8.46 )

R-squared 0.6372 0.5118 0.5542 0.6372 0.5118 0.5542
Breusｃh-Pagan検定 13.428 ***
サンプルサイズ 188 188 188 188 188 188
注１：括弧内の数値はz値(SUR)、ｐ値(OLS)である。
注２：***、**、*はそれぞれ有意水準１％、５％、１０％水準で有意であることを示す。

地域密着型サービス受給者
一人当たり
地域密着型サービス費

施設サービス受給者
一人当たり
施設サービス費

被説明変数

モデル SUR OLS(最小二乗法)

要支援・要介護認定者数一人当たり
サービス付き高齢者向け住宅

説明変数

居宅サービス受給者
一人当たり
居宅サービス費

地域密着型サービス受給者
一人当たり
地域密着型サービス費

施設サービス受給者
一人当たり
施設サービス費

居宅サービス受給者
一人当たり
居宅サービス費
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被説明変数に居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費・地域密着型サービス受給

者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一人当たり施設サービス費を用

い、19個の説明変数を用いる。被説明変数・説明変数共に 47都道府県のデータを 2011年

から 2014年までの 4年分使用した。モデル式並びに各記号の定義については以下に表記

する。なお、今回は stata13 を使用して分析を行った。 

 

モデル式 

 

Y1𝑖 = β10 + β11x1𝑖 + β12x2𝑖 +⋯＋β119x19𝑖 + ε1 

Y2𝑖 = β20 + β21x1𝑖 + β22x2𝑖 +⋯＋β219x19𝑖 + ε2 

 

Y3𝑖 = β30 + β31x1𝑖 + β32x2𝑖 +⋯＋β319x19𝑖 + ε3 

 

Y₁ 居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費 

Y₂ 地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費 

Y₃ 施設サービス受給者一人当たり施設サービス費 

X₁ 都道府県別総人口に占める 65歳以上人口割合 

X₂ 要支援要介護認定者一人当たりケアマネジャー 

X₃ 地方税 

X₄ 介護老人福祉施設数 

X₅ 介護老人保健施設数 
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X₆ 介護療養型施設数 

X₇ 小規模多機能型住宅数 

X₈ 要支援・要介護認定者数一人当たりサービス付き高齢者向け住宅" 

X₉ 訪問介護事業所数 

X₁₀ 訪問入浴事業所数 

X₁₁ 通所介護事業所数 

X₁₂ 通所リハビリテーション事業所数 

X₁₃ 短期入所生活介護事業所数 

X₁₄ 短期入所療養介護事業所数 

X₁₅ 特定施設入居者生活介護事業所数 

X₁₆ 福祉用具貸与事業所数 

X₁₇ 特定福祉用具販売事業所数 

X₁₈ 居宅介護支援事業所数 

X₁₉ 国民年金 平均年金月額 

ε₁、ε₂、ε₃ 誤差項  

 

第 2 項 変数の選択 

被説明変数 

被説明変数には居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費・地域密着型サービス受

給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一人当たり施設サービス費を

置いた。全ての変数において、都道府県別サービス費を都道府県別居宅サービス受給者



ISFJ2015 最終論文 

 

数、地域密着型サービス受給者数、施設サービス受給者数で割っている。総費用額を被説

明変数にするのではなく、一人当たりにすることで、地方の人口の違いや、施設・サービ

ス数の違いを考慮出来きると考える。 

 

説明変数 

都道府県人口に占める６５歳以上人口割合 

都道府県人口に占める高齢者割合は、介護サービスを受給する可能性が考えられる 65

歳以上高齢者が、地域人口のうちどれくらいを占めているのかを示す変数である。高齢者

割合が高い地域は需要が多いため、サービスの価格が上がると予想される。 

 

要支援・要介護者一人当たりケアマネジャー合格者数 

ケアマネジャーの中には彼らの所属する事業所が介護施設と併設される形で立地してお

り、その併設されている介護施設のために最大限のサービスを提供するようにケアプラン

を作成する立場の者もいるという話がある15。そのため、要介護者一人当たりのケアマネ

ジャー合格者数が多ければ多いほど、ケアマネジャー市場で競争が起こることが考えられ

る。ケアマネジャーは介護サービス利用者が担当のケアマネジャーを気に入られなけれ

ば、別のケアマネジャーに変更することが出来るため、利用者の希望に沿ったプランを作

成する必要がある。一方、介護保険利用者にはモラルハザードが起こり、せっかく利用で

きる介護保険を最大まで利用したいという意思があると想定されるため、ケアマネジャー

はその意向を叶えるために、過度なサービスを提供し、介護誘発が起こる可能性が高くな

ると考えられる。また、併設施設の収入に貢献するために、介護誘発需要対策として 2015

年改正ではサービスの限定なく同一法人 80％以上で組んだケアプランに対しては減算する

などの手打ちが行われているが、定められた割合の限度までプランを組み誘発需要を行っ

ている可能性も否定できないと考える。 

                                                

15 この仮説は東田、三好(2015)を基にした。 
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地方税 

地方税は地方の財政状況を示代替変数とする。 

 

介護老人福祉施設数 

介護老人福祉施設数の増加は施設間の競争を生み、サービス価格の低下に繋がる。しか

し、介護誘発需要が起きると、施設サービス受給者一人当たり施設サービス費が増加する

と予想されるため、2つの変数の間には正の影響があると考えられる。また、介護誘発需

要が起こる際、居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費・地域密着型サービス受給

者一人当たり地域密着型サービス費において、負の影響を受けると考えられる。なぜな

ら、施設サービスの利用者は全て施設内のサービスで賄うため、居宅サービスや地域密着

型サービスは使用しないと考えるからだ。 

 

介護老人保健施設 

介護老人保健施設数の増加は施設間の競争を生み、サービス価格の低下に繋がる。しか

し、介護誘発需要が起きると、施設サービス受給者一人当たり施設サービス費が増加する

と予想されるため、2つの変数の間には正の影響があると考えられる。また、介護誘発需

要が起こる際、居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費・地域密着型サービス受給

者一人当たり地域密着型サービス費において、負の影響を受けると考えられる。なぜな

ら、施設サービスの利用者は全て施設内のサービスで賄うため、居宅サービスや地域密着

型サービスは使用しないと考えるからだ。 

 

介護療養型医療施設数 

介護療養型医療施設数の増加は施設間の競争を生み、サービス価格の低下に繋がる。し

かし、介護誘発需要が起きると、施設サービス受給者一人当たり施設サービス費が増加す

ると予想されるため、2つの変数の間には正の影響があると考えられる。また、介護誘発
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需要が起こる際、居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費・地域密着型サービス受

給者一人当たり地域密着型サービス費において、負の影響を受けると考えられる。なぜな

ら、施設サービスの利用者は全て施設内のサービスで賄うため、居宅サービスや地域密着

型サービスは使用しないと考えるからだ。 

 

小規模多機能型住宅数 

 介護療養型医療施設数の増加は施設間の競争を生み、サービス価格の低下に繋がる。し

かし、介護誘発需要が起きると、地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービ

ス費が増加すると予想されるため、2つの変数の間には正の影響があると考えられる。ま

た、介護誘発需要が起こる際、居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費・施設サー

ビス受給者一人当たり施設サービス費において、負の影響を受けると考えられる。 

 

要支援・要介護者一人当たりサービス付き高齢者向け住宅戸 

要支援・要介護者一人当たりサービス付き高齢者向け住宅戸数は要介護者一人当たり居

宅サービス費に正の影響を与えると考えられる。サービス付き高齢者向け住宅では、入居

者は基本的には入居した施設の介護サービスを受給するため、直接施設の収入に繋がる。

通常施設数が増加すれば、価格競争が起こるため施設の利用料金は下落するため、一人当

たり居宅サービス費は下落するが、施設毎に上記のような理由から介護誘発需要が起こっ

た場合は、一人当たりサービス費が増加すると考えられる。 

次に、要支援・要介護者一人当たり地域密着型サービス費において、要支援・要介護者一

人当たりサービス付き高齢者向け住宅数は正の影響を与えると考えられる。その理由に

は、サービス付き高齢者向け住宅は日常生活に不安を抱く「高齢単身・高齢夫婦のみ世

帯」が住み慣れた地域で安心して暮らすことが出来るよう、新たに創設されたため、その

地域に住み同地域で介護サービスを受ける高齢者の増加が考えられる。 

最後に要支援・要介護者一人当たり施設サービス費において、要支援・要介護者一人当た

りサービス付き高齢者向け住宅数は負の影響があると想定する。なぜならば、サービス付
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き高齢者向け住宅は高齢者に住まいを提供するため、介護施設の代替要因になると考えら

れる。 

 

訪問介護事業所数 

訪問介護事業所16の増加は、事業所間の競争を生み、サービス価格が低下する。しか

し、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費が上昇

し、正の影響があると考える。また、地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サ

ービス費・施設サービス受給者数一人当たり施設サービス費において、介護誘発需要が起

こる際、居宅サービス受給者数一人当たり居宅サービス事業所数は、正の影響があると考

えられる。居宅サービスでは利用できないサービスを、地域密着型サービスや施設サービ

スで補うケアプランをケアマネジャーが需要を掘り起こし作成すると考える。必要なサー

ビスであれば、ケアプランに組み込まなければならないが、過剰なサービスを利用者に提

供している可能性を考慮する。 

 

訪問入浴事業所数 

要支援・要介護者一人当たり訪問入浴事業所数の増加は、施設間の競争を生み、サービ

ス価格が低下する。しかし、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当た

り居宅サービス費が上昇し、正の影響があると考えられる。また、介護誘発需要が起こる

際、地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一

人当たり施設サービス費において、正の影響があると考えられる。居宅サービスでは補え

ないサービスを地域密着型サービスや施設サービスで補い、ケアマネジャーにより過剰な

サービスをケアプランに組み込まれることが考えられるため、介護誘発需要を促進させて

いる可能性が考えられる。 

 

                                                

16 訪問介護(ホームヘルプ)・訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉
用具貸与(レンタル)・特定施設入居者生活看護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム) 
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通所介護事業所数 

要支援・要介護者一人当たり通所介護事業所数の増加は、施設間の競争を生み、サービ

ス価格が低下する。しかし、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当た

り居宅サービス費が上昇し、正の影響があると考えられる。また、介護誘発需要が起こる

際、地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一

人当たり施設サービス費において、正の影響があると考えられる。居宅サービスでは補え

ないサービスを地域密着型サービスや施設サービスで補い、ケアマネジャーにより過剰な

サービスをケアプランに組み込まれることが考えられるため、介護誘発需要を促進させて

いる可能性が考えられる。 

 

通所リハビリテーション事業所数 

 通所リハビリテーション事業所数の増加は、施設間の競争を生み、サービス価格が低下

する。しかし、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当たり居宅サービ

ス費が上昇し、正の影響があると考えられる。また、介護誘発需要が起こる際、地域密着

型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一人当たり施設

サービス費において、正の影響があると考えられる。居宅サービスでは補えないサービス

を地域密着型サービスや施設サービスで補い、ケアマネジャーにより過剰なサービスをケ

アプランに組み込まれることが考えられるため、介護誘発需要を促進させている可能性が

考えられる。 

 

短期入所生活介護事業所数 

短期入所生活介護業所数の増加は、施設間の競争を生み、サービス価格が低下する。し

かし、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費が上

昇し、正の影響があると考えられる。また、介護誘発需要が起こる際、地域密着型サービ

ス受給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一人当たり施設サービス

費において、正の影響があると考えられる。居宅サービスでは補えないサービスを地域密

着型サービスや施設サービスで補い、ケアマネジャーにより過剰なサービスをケアプラン
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に組み込まれることが考えられるため、介護誘発需要を促進させている可能性が考えられ

る。 

短期入所療養介護事業所数 

 短期入所療養介護事業所数の増加は、施設間の競争を生み、サービス価格が低下する。

しかし、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費が

上昇し、正の影響があると考えられる。また、介護誘発需要が起こる際、地域密着型サー

ビス受給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一人当たり施設サービ

ス費において、正の影響があると考えられる。居宅サービスでは補えないサービスを地域

密着型サービスや施設サービスで補い、ケアマネジャーにより過剰なサービスをケアプラ

ンに組み込まれることが考えられるため、介護誘発需要を促進させている可能性が考えら

れる。 

 

特定施設入居者生活介護事業所数 

 特定施設入居者生活介護事業所数の増加は、施設間の競争を生み、サービス価格が低下

する。しかし、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当たり居宅サービ

ス費が上昇し、正の影響があると考えられる。また、介護誘発需要が起こる際、地域密着

型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一人当たり施設

サービス費において、正の影響があると考えられる。居宅サービスでは補えないサービス

を地域密着型サービスや施設サービスで補い、ケアマネジャーにより過剰なサービスをケ

アプランに組み込まれることが考えられるため、介護誘発需要を促進させている可能性が

考えられる。 

 

福祉用具貸与事業所数 

 福祉用具貸与事業所数の増加は、施設間の競争を生み、サービス価格が低下する。しか

し、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費が上昇

し、正の影響があると考えられる。また、介護誘発需要が起こる際、地域密着型サービス
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受給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一人当たり施設サービス費

において、正の影響があると考えられる。居宅サービスでは補えないサービスを地域密着

型サービスや施設サービスで補い、ケアマネジャーにより過剰なサービスをケアプランに

組み込まれることが考えられるため、介護誘発需要を促進させている可能性が考えられ

る。 

 

特定福祉用具販売事業所数 

 特定福祉用具販売事業所数の増加は、施設間の競争を生み、サービス価格が低下する。

しかし、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費が

上昇し、正の影響があると考えられる。また、介護誘発需要が起こる際、地域密着型サー

ビス受給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一人当たり施設サービ

ス費において、正の影響があると考えられる。居宅サービスでは補えないサービスを地域

密着型サービスや施設サービスで補い、ケアマネジャーにより過剰なサービスをケアプラ

ンに組み込まれることが考えられるため、介護誘発需要を促進させている可能性が考えら

れる。 

 

居宅介護支援事業所数 

居宅介護支援事業所数の増加は、施設間の競争を生み、サービス価格が低下する。しか

し、介護誘発需要が考えられるため居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費が上昇

し、正の影響があると考えられる。また、介護誘発需要が起こる際、地域密着型サービス

受給者一人当たり地域密着型サービス費・施設サービス受給者一人当たり施設サービス費

において、正の影響があると考えられる。居宅サービスでは補えないサービスを地域密着

型サービスや施設サービスで補い、ケアマネジャーにより過剰なサービスをケアプランに

組み込まれることが考えられるため、介護誘発需要を促進させている可能性が考えられ

る。 
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国民年金 平均年金月額 

 都道府県別国民年金平均年月額は高齢者の所得の代理変数として採用した。 

 本稿の分析で用いるデータの出所は以下の表３で示す。 

表 3 データの定義と出所 

 

出所：著者作成 

 

 本稿の分析で用いるデータの記述統計を以下の表４で示す。 

 

変数名 定義 出所 年度
居宅サービス受給者
一人当たり
居宅サービス費

都道府県別居宅サービス費
/都道府県別居宅サービス受給者数

厚生労働省ウェブサイト
「介護保険事業状況報告　月報（暫定版）」

2011年度から2014年度

地域密着型サービス受給者
一人当たり
地域密着型サービス費

都道府県別地域密着型サービス費
/都道府県別地域密着型サービス受給者数

厚生労働省ウェブサイト
「介護保険事業状況報告　月報（暫定版）」

2011年度から2014年度

施設サービス受給者
一人当たり
施設サービス費

都道府県別施設サービス費
/都道府県別施設サービス受給者数

厚生労働省ウェブサイト
「介護保険事業状況報告　月報（暫定版）」

2011年度から2014年度

都道府県別総人口に占める65歳以上人口割合
都道府県別６５歳以上人口割合
/都道府県別都道府県別総人口に占める数

総務省統計局ウェブサイト
「人口推計の結果の概要」

2011年度から2014年度

要支援・要介護認定者数
一人当たりケアマネージャー合格者数

都道府県別ケアマネージャー合格者数
/都道府県別要支援・要介護認定者数

厚生労働省ウェブサイト
「介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」

2011年度から2014年度

地方税 都道府県別地方税 総務省ウェブサイト「都道府県別決算状況調」 2011年度から2013年度

介護老人福祉施設数 介護老人福祉施設数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

介護老人保健施設数 介護老人保健施設数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

介護療養型施設数 介護療養型施設数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

小規模多機能型住宅数 小規模多機能型住宅数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

要支援・要介護認定者数一人当たり
サービス付き高齢者向け住宅

都道府県別サービス付き高齢者向け住宅
/都道府県別要支援・要介護認定者数

高齢者住宅研究所から情報公開請求により入手 2012年度から2014年度

訪問介護事業所数 訪問介護事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

訪問入浴事業所数 訪問入浴事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

通所介護事業所数 通所介護事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

通所リハビリテーション事業所数 通所リハビリテーション事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

短期入所生活介護事業所数 短期入所生活介護事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

短期入所療養介護事業所数 短期入所療養介護事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

特定施設入居者生活介護事業所数 特定施設入居者生活介護事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

福祉用具貸与事業所数 福祉用具貸与事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

特定福祉用具販売事業所数 特定福祉用具販売事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

居宅介護支援事業所数 居宅介護支援事業所数
政府統計の総合窓口　e-statウェブサイト

「介護サービス施設・事業所調査」
2011年度から2014年度

国民年金　平均年金月額 国民年金　平均年金月額
厚生労働省ウェブサイト
「厚生年金保険・国民年金事業の概況」

2011年度から201₃年度
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表 4 記述統計 

 

出所：著者作成 

 

第 3 項 分析結果 

同時方程式(SUR)を用いて分析を行った結果を表５に示す。 

居宅サービス受給者
一人当たり
居宅サービス費

地域密着型サービス受給者
一人当たり
地域密着型サービス費

施設サービス受給者
一人当たり
施設サービス費

都道府県別総人口に占める
65歳以上人口割合

要支援・要介護認定者数
一人当たりケアマネージャー
合格者数

地方税

平均 119.1953136 195.0616943 250.6873414 667.2340426 0.004779606 345116095.9
標準偏差 37.91133901 13.83866815 10.09723996 591.0906972 0.000875845 637910971.4
最大値 214.4525148 228.8206751 280.0947033 3011 0.008227994 4534213943
最小値 78.5379111 139.7383378 233.395245 155 0.002924818 50482621

介護老人福祉施設数 介護老人保健施設数 介護療養型施設数 小規模多機能型住宅数
要支援・要介護認定者数
一人当たり
サービス付き高齢者向け住宅

訪問介護事業所数

平均 141.2021277 82.7287234 35.30319149 78.28191489 14.89976553 633.3085106
標準偏差 92.37890814 47.85166278 22.89264857 51.79278223 20.80578436 718.4967823
最大値 462 209 106 269 144.934587 4554
最小値 34 29 5 10 0 89

訪問入浴事業所数 通所介護事業所数
通所リハビリテーショ
ン事業所数

短期入所生活介護事業所数 短期入所療養介護事業所数
特定施設入居者生活
介護事業所数

平均 47.96808511 735.5053191 145.2234043 192.5053191 111.5691489 83.80319149
標準偏差 33.85418627 582.2560171 89.75679013 116.1581762 60.13985932 106.2046687
最大値 174 3335 475 547 257 587
最小値 7 168 45 41 29 2

福祉用具貸与
事業所数

特定福祉用具販売事業所数
居宅介護支援事
業所数

国民年金　平均年金月額

平均 152.5585106 154.1489362 744.5053191 300682.844
標準偏差 147.3204945 147.2360655 672.7095145 263256.143
最大値 873 873 3604 1178421
最小値 22 20 149 68266
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表 5 分析結果 

 

出所：分析結果より著者作成 

以下では分析結果の解釈を行う。 

 

都道府県人口に占める６５歳以上人口割合 

高齢者割合が多ければ多いほど、一人当たりの居宅サービスに対して規模の経済が

働いていることが考えられる。このため、一人当たり居宅サービス費においては負の

影響があった。 

 

介護老人福祉施設数 

地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費に対してのみ負の影響があ

った。 

介護老人福祉施設数 

都道府県別総人口に占める65歳以上人口割合 -826.6882 *** 109.2883 ** 102.972 *** -826.6882 *** 109.2883 ** 102.972 ***
(-6.55 ) (2.3 ) (3.07 ) (-6.06 ) (2.13 ) (2.84 )

要支援・要介護認定者数一人当たりケアマネージャー合格者数-28924.25 *** 4667.46 *** 9663.594 *** -28924.25 *** 4667.46 *** 9663.594 ***
(-8.17 ) (3.5 ) (10.27 ) (-7.57 ) (3.24 ) (9.51 )

地方税 9.71E-10 -1.92E-08 *** 2.61E-09 9.71E-10 -1.92E-08 *** 2.61E-09
(0.09 ) (-4.54 ) (0.87 ) (0.08 ) (-4.2 ) (0.81 )

介護老人福祉施設数 -0.1738438 -0.1682869 ** -0.0131557 -0.1738438 -0.1682869 ** -0.0131557
(-0.95 ) (-2.45 ) (-0.27 ) (-0.88 ) (-2.27 ) (-0.25 )

介護老人保健施設数 1.014686 *** 0.2523162 ** -0.161882 * 1.014686 *** 0.2523162 * -0.161882 *
(3.05 ) (2.01 ) (-1.83 ) (2.82 ) (1.86 ) (-1.69 )

介護療養型施設数 0.2566751 0.1856535 * 0.1713025 ** 0.2566751 0.1856535 * 0.1713025 **
(1.00 ) (1.92 ) (2.51 ) (0.93 ) (1.78 ) (2.33 )

小規模多機能型住宅数 -0.4096133 *** -0.1413291 *** 0.0587216 ** -0.4096133 *** -0.1413291 *** 0.0587216 *
(-3.9 ) (-3.58 ) (2.1 ) (-3.62 ) (-3.31 ) (1.95 )

-1.119112 *** 0.1668696 -0.0847037 -1.119112 *** 0.1668696 -0.0847037
(-3.44 ) (1.36 ) (-0.98 ) (-3.18 ) (1.26 ) (-0.91 )

訪問介護事業所数 0.0714597 * -0.0131075 0.0018931 0.0714597 * -0.0131075 0.0018931
(1.83 ) (-0.89 ) (0.18 ) (1.69 ) (-0.83 ) (0.17 )

訪問入浴事業所数 -0.070226 -0.1322867 ** 0.0990182 * -0.070226 -0.1322867 * 0.0990182 *
(-0.37 ) (-1.84 ) (1.95 ) (-0.34 ) (-1.71 ) (1.81 )

通所介護事業所数 -0.0635402 ** 0.0140096 0.0052916 -0.0635402 ** 0.0140096 0.0052916
(-2.23 ) (1.3 ) (0.7 ) (-2.06 ) (1.21 ) (0.65 )

通所リハビリテーション事業所数 -0.0054117 0.051581 * -0.0210024 -0.0054117 0.051581 * -0.0210024
(-0.07 ) (1.84 ) (-1.06 ) (-0.07 ) (1.7 ) (-0.98 )

短期入所生活介護事業所数 0.0660509 0.0593423 ** -0.0194114 0.0660509 0.0593423 ** -0.0194114
(0.95 ) (2.26 ) (-1.05 ) (0.88 ) (2.09 ) (-0.97 )

短期入所療養介護事業所数 -0.2528035 -0.1696004 ** 0.0344341 -0.2528035 -0.1696004 * 0.0344341
(-1.18 ) (-2.1 ) (0.6 ) (-1.09 ) (-1.94 ) (0.56 )

特定施設入居者生活介護事業所数 0.1336183 0.0551289 * -0.0436048 ** 0.1336183 0.0551289 -0.0436048 *
(1.61 ) (1.76 ) (-1.97 ) (1.49 ) (1.63 ) (-1.83 )

福祉用具貸与事業所数 -0.5075772 -0.1980873 -0.072925 -0.5075772 -0.1980873 -0.072925
(-1.52 ) (-1.58 ) (-0.82 ) (-1.41 ) (-1.46 ) (-0.76 )

特定福祉用具販売事業所数 0.3347598 0.1640064 0.0597041 0.3347598 0.1640064 0.0597041
(1.1 ) (1.44 ) (0.74 ) (1.02 ) (1.33 ) (0.69 )

居宅介護支援事業所数 -0.0211123 *** 0.0249428 0.0102132 -0.0211123 0.0249428 0.0102132
(-0.32 ) (1.02 ) (0.59 ) (-0.3 ) (0.94 ) (0.55 )

国民年金　平均年金月額 0.0039261 *** -0.0022781 *** -0.0003408 0.0039261 *** -0.0022781 *** -0.0003408
(2.85 ) (-4.4 ) (-0.93 ) (2.64 ) (-4.08 ) (-0.86 )

定数項 273.6434 266.8754 *** 193.0847 *** 273.6434 *** 266.8754 *** 193.0847 ***
(3.44 ) (8.92 ) (9.13 ) (3.19 ) (8.26 ) (8.46 )

R-squared 0.6372 0.5118 0.5542 0.6372 0.5118 0.5542
Breusｃh-Pagan検定 13.428 ***
サンプルサイズ 188 188 188 188 188 188

地域密着型サービス受給者
一人当たり
地域密着型サービス費

施設サービス受給者
一人当たり
施設サービス費

SUR OLS(最小二乗法)

注１：括弧内の数値はz値(SUR)、ｐ値(OLS)である。
注２：***、**、*はそれぞれ有意水準１％、５％、１０％水準で有意であることを示す。

被説明変数

モデル

要支援・要介護認定者数一人当たり
サービス付き高齢者向け住宅

説明変数

居宅サービス受給者
一人当たり
居宅サービス費

地域密着型サービス受給者
一人当たり
地域密着型サービス費

施設サービス受給者
一人当たり
施設サービス費

居宅サービス受給者
一人当たり
居宅サービス費
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介護老人福祉施設数は居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費と地域密着型サ

ービス受給者一人当たり地域密着型サービス費に正の影響があり、施設サービスには負の

影響があった。 

介護療養型施設数 

施設サービス受給者一人当たり施設サービス費にのみ正の影響があった。 

規模多機能型住宅数 

 居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費と地域密着型サービス受給者一人当た

り地域密着型サービス費に負の影響があり、施設サービス受給者一人当たり施設サービス

費に正の影響があった。 

要支援・要介護者一人当たりサービス付き高齢者向け住宅戸数 

居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費にのみ負の影響があった。 

訪問介護事業所数 

居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費にのみ正の影響があった。 

訪問入浴事業所数 

地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費に負の影響があり、施設サ

ービス受給者一人当たり施設サービス費に正の影響があった。 

 

通所介護事業所数 

居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費に負の影響があった。 

通所リハビリテーション事業所数 

地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費にのみ正の影響があった。 

短期入所生活介護事業所数 
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地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費にのみ正の影響があった。 

短期入所療養介護事業所数 

地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費にのみ負の影響があった。 

特定施設入居者生活介護事業所数 

地域密着型サービス受給者一人当たり地域密着型サービス費に正の影響があり、施設サ

ービス受給者一人当たり施設サービス費に負の影響があった。 

居宅介護支援事業所数 

居宅サービス受給者一人当たり居宅サービス費にのみ負の影響があった。 

 

以上より、施設の増加により誘発需要が起こっていると考えられる費目と、供給の増加

によって費用が下がると考えられる費目が混在していることがわかった。特にサービス付

き高齢者向け住宅については、当初の予想とは異なり、居宅サービス受給者一人当たり居

宅サービス費を下げる結果となった。 
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政策提言 

第 1 節 政策提言の方向性 

本稿では、介護費用において不必要な費用の削減に焦点を当て、どのような要因が介護

費用の拡大に影響を与えているのかを SURを用いて検証した。介護保険費を居宅サービ

ス・地域密着型サービス・施設サービスに分け、被説明変数を要支援・要介護者一人当た

り居宅サービス費・地域密着型サービス費・施設サービス費とし、説明変数には 19個の

説明変数を用いた。 

分析結果から、施設の増加により誘発需要が起こっていると考えられる費目と、供給の

増加によって費用が下がると考えられる費目が混在していることがわかった。特にサービ

ス付き高齢者向け住宅については、当初の予想とは異なり、居宅サービス受給者一人当た

り居宅サービス費を下げる結果となった。 

第 2 項 政策提言 

コストを高める施設を増やさず、コストを引き下げる効果のある施設を増やすことが今

後の高齢化社会を迎えるにあたって、社会保障費を増やさないことにつながる。 
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