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動機・背景（1/4）　日本の現状　少子高齢化
•日本の今後の人口予測

出典：2015年までは総務省「国勢調査」（年齢不詳人口を除く）、 2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推
計人口（平成24年1月推計）」（出生中位・死亡中位推計）より筆者作成

わが国の人口推移 ―明治期～21世紀―     
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動機・背景（2/4）　　日本の現状　少子高齢化　

少子高齢化が続くと…

・日本の経済規模縮小
・さらに少子化が進み悪循環　　

今の日本の状況を良い方向に変えるためには
　　　　　　　　　　　少子化対策が必要！！
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動機・背景（3/4）日本の現状　少子高齢化取組

少子高齢化の取り組み
・子育て支援策を一層充実
・多子世帯への一層の配慮
・男女の働き方改革
・地域の実情に即した取組
・不妊治療の保険適用

「子ども医療費助成制度」の存在
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・子育て支援策の一つ

・子育て世帯の経済負担軽減



動機・背景（4/4）日本の現状　子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度とは

子育て世帯の経済的負担を軽減するために、子どもが怪我や病気に
より受診した医療費を自治体で助成する制度。

特徴：自治体によって制度の内容が異なり、住んでいる地域によって
助成の範囲・条件が異なる。
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本研究の目的

「子ども医療費助成制度」により想定できること

◎子どもの健康向上

→経済負担が軽減され、気軽に医療サービスを使えるから、子どもの
健康が向上

◎子育て世帯の居住地選択の要因となる

→子育て世帯はやはり助成制度の拡充しているところに居住したい
のではないか
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先行研究①

田中 祐介(2014)
『乳幼児医療費助成制度の拡大が小児医療に与える影響分析』

出典　政策研究大学院大学　2013年度まちづくりプログラムMJU13613ytanaka.pdf (grips.ac.jp)
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「外来受療率」、「乳児死亡率」、「定点当たり感染症(インフルエンザ)報告数」、
「主観的な健康状態」のデータより、助成制度が子どもの健康に与える影響を
検討している。

本論文では、「う歯未処置者数」、「アトピー性皮膚疾患」、「アレルギー性結膜
炎」を被説明関数とすることを新規性とする。

http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2013/MJU13613ytanaka.pdf


田中(2014)のデータを用いた分析では以下の２点が明らかとなっ
た。

　①助成制度が拡充されている自治体においては外来受診率を       
       増加させる。

　➁乳幼児の健康保持や増進に寄与はしていない。

先行研究①
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先行研究➁

八田達夫、田村一軌（2020）
『大都市への人口移動の決定要因としての　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地方人口と地域間所得格差』

出典　ＡＧＩ調査報告書　No.2019-06　http://www.agi.or.jp/reports/report2019-06.pdf
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「前年の完全失業率」、「前年の一人あたり所得比率」、「人口一人あたり生
産的資本ストック比率」のデータより「地方から大都市への移動」を検討し
ている。
本論文では、被説明変数に「出生率」を加え、「前年一人あたり所得」、「保
育園・幼稚園数」、「学校数」、「病院数」、「子ども医療費ダミー変数」を説
明変数とする。

http://www.agi.or.jp/reports/report2019-06.pdf


八田・田村(2020)のデータを用いた分析では大都市への人口移動
の、減少の要因が明らかとなった。

・主な要因は「高度経済成長時代を通して行われた地方への再　 分
配政策」であり、大都市失業率の上昇をもたらし、人口移
　動減少を加速させた。

先行研究➁
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先行研究③
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Toshiaki Iizuka and Hitoshi Shigeoka (2018)
”Free for Children? Patient Cost-sharing and Healthcare Utilization,”
(https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25306/w25306.pdf)

・この研究では、国全体で分析を行い、子ども医療費助成制度の無料化が　健康
の改善には寄与していないという結果が出ていた。

・本論文では、政令指定都市を用いて分析を行う

週刊東洋経済　2021年10月16日号　『無駄な医療費を増やす 「無償化」の思わぬ悪影響』　
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/28431



本稿の位置づけ
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(１)制度の実施主体が各市町村であることを踏まえ、
　　都道府県別のデータではなく、市町村のデータを
　　用いて分析

(２)アレルギー性結膜炎・アトピー性皮膚疾患・う歯を新
　　たに用いた重回帰分析

(３)子ども医療費の助成範囲の違いによる、市町村間での
      人口移動への影響を分析



分析Ⅰ：分析対象
【対象・対象期間】

名古屋市、川崎市、福岡市、仙台市、
大阪市、京都市、広島市

　　　平成20年から平成30年までの10年間

【根拠】

　　助成制度の実施主体が市町村などの自治体

　　→ 地域によって医師数、児童数、医療機関数などのばらつきがある
　　→ 政令指定都市で統一
　
　平成20年から平成30年学校保健統計調査のデータが全て揃う
　政令指定都市は上記の7都市のみ。 13



分析Ⅰ：重回帰分析による要因の推定
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推定式

𝐘𝐢＝𝐀+𝐁₁𝐗₁𝐢+𝐁₂𝐗₂𝐢+・・・+𝐁𝐤𝐗𝐤𝐢

Yi‥う歯未処置者

　　アトピー性皮膚疾患

　　アレルギー性結膜炎

Xi‥制度対象年齢ダミー

　　1人当たり所得

　　生活保護率(人口千人対)

　　一般病院10万人対

　　一般診療所10万人対

　　歯科診療所10万人対
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【被説明変数】

・アレルギー性結膜炎
　《データ出典》
　　名古屋市・仙台市・広島市・福岡市・大阪市のこれら5つの都市における平成　　20年度
から平成30年度の児童の疾病状況。各都市の児童健康保健調査より引用。

・アトピー性皮膚疾患
　《データ出典》
　名古屋市・広島市・京都市・大阪市のこれら4つの都市における平成20年度　　から平
成30年度の児童の疾病状況。各都市の児童健康保健調査より引用。

分析Ⅰ：重回帰分析による要因の推定



分析Ⅰ：重回帰分析による要因の推定

 
　

・歯の健康状態(う歯未処置者数)
   《データ出典》
　「う歯＝虫歯」。制度変更前後のう歯未処置者の人数を比較し、健康への影響    　を
判断する。名古屋市・広島市・福岡市・川崎市のこれら4つの都市における　平成20年度
から平成30年度の児童の疾病状況。各都市の児童健康保健調査より　引用。
　　

【被説明変数】
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分析Ⅰ：重回帰分析による要因の推定

【説明変数】
    ・1人当たり所得　
　　《データ出典》

　　内閣府「国民経済計算」の「1人当たり県民所得」を引用　
　　　　　　　

    ・生活保護率
　　《データ出典》

　　厚生労働省「福祉行政報告書」の「年度保護率（人口1000人対）」を引用

    ・ 制度対象年齢ダミー 
 　　《データ出典》

　　制度対象年齢の小学生就学前の場合には0、小学生以上の場合には1 
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分析Ⅰ：重回帰分析による要因の推定

【説明変数】
 ・10万人当たりの一般病院数
　《データ出典》

　厚生労働省「医療施設調査・病院報告(結果の概要)」の「都道府県
   －指定都市・特別区・中核市(再掲)別にみた人口10万対施設数」
   から引用

 ・10万人当たりの一般診療所数
　《データ出典》
　厚生労働省「医療施設調査・病院報告(結果の概要)」の「都道府県
   －指定都市・特別区・中核市(再掲)別にみた人口10万対施設数」
   から引用　
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病院とは・・・
患者20 人以上の入院施設を有するもの

一般診療所とは・・・
患者の入院施設を有しないもの又は患者19 人以下の
入院施設を有するもの

出典：厚生労働省(2017)　「医療施設(静態・動態)調査･病院報告の概況 　
4.用語の説明」より筆者作成



分析Ⅰ：結果(アレルギー性結膜炎)
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変数 係数 標準誤差

定数項 5.683 1.830 ***

制度対象年齢ダミー 0.429 0.334

1人当たり所得 -0.002 0.001 ***

生活保護率(人口千対) -0.054 0.026 **

一般病院(10万人対) -0.805 0.241 ***

一般診療所(10万人対) 0.116 0.030 ***

補正R2 0.390

観測数 55

 
注：***,**,*はそれぞれ有意水準 1%,5%,10%で有意であることを示す。 
 

アレルギー性結膜炎の決定要因



分析Ⅰ：結果(アトピー性皮膚疾患)

注：*** , ** , * はそれぞれ有意水準1%, 5%, 10%で統計的有意であることを示す 20

変数 係数 標準誤差

定数項 20.465 3.409 ***

制度対象年齢ダミー -0.822 0.316 **

1人当たり所得 -0.001 0.001

生活保護率(人口千対) 0.028 0.031

一般病院(10万人対) -1.470 0.654 **

一般診療所(10万人対) -0.046 0.042

補正R2 0.748

観測数 44

アトピー性皮膚疾患の決定要因



分析Ⅰ：結果(う歯)

注：*** , ** , * はそれぞれ有意水準1%, 5%, 10%で統計的有意であることを示す 21

変数 係数 標準誤差

定数項 68.694 8.981 ***

制度対象年齢ダミー -2.768 0.794 ***

1人当たり所得 -0.011 0.002 ***

生活保護率(人口千対) -0.301 0.078 ***

歯科診療所(10万人対) -0.046 0.057

補正R2 0.746

観測数 44

う歯未処置者数の決定要因



・制度対象年齢ダミー：有意な結果が得られなかった

→助成制度が適用されていなくても、症状が現れたら病院へ行くから

・生活保護率（人口千対）：アレルギー性結膜炎を有意に引き下げる

→経済的余裕により健康増進に充てるお金の増加により疾病の減少

・一般病院・一般診療所：アレルギー性結膜炎を有意に引き下げる

→付近の医療環境の改善により疾病も減少

分析Ⅰ：結果と考察(アレルギー性結膜炎)
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・制度対象年齢ダミー：アトピー性皮膚疾患を有意に引き下げる

→定期通院が必要な疾病であるため、対象年齢拡大により軽度な場合で
も受診数が増えると考えられるため

・一般病院：アトピー性皮膚疾患を有意に引き下げる

→付近に病院ができることによって医療環境の改善により、疾病数も減少

分析Ⅰ：結果と考察(アトピー性皮膚疾患)
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・制度対象年齢ダミー：う歯未処置者数を有意に引き下げる

→対象年齢拡大により、定期健診する人の増加により早期発見につながり、疾
病数の減少

・1人当たり所得：う歯未処置者数を有意に引き下げる

→経済的余裕により、歯科診療所へ行く人の増加による疾病数の減少

・生活保護率（人口千対）：う歯未処置者数を有意に引き下げる
→生活保護により歯に充てるお金の増加による疾病数の減少

分析Ⅰ：結果と考察(う歯)
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分析Ⅱ　助成制度による人口移動、出生率への影響

25

政令指定都市を含み、制度対象年齢や自己負担の有無が隣接する地域と異なる地域
が存在し、データのそろう愛知県（名古屋市・半田市・東郷町）、兵庫県（神戸市・小野
市）、熊本県（熊本市・荒尾市）を分析対象とした。

推計式

Y＝A＋B1X1＋B2X2＋B3X3＋B4X4＋B5X5

説明変数

X1‥一人当たりの所得

X2‥保育園・幼稚園数(保育園＋幼稚園)/人口

X3‥学校数(小学校＋中学校)/人口

X4‥病院数(一般病院＋一般診療所)/人口

X5‥子ども医療費ダミー

被説明変数

Y1‥出生率

Y2‥制度対象年齢の人口



分析Ⅱ　助成制度による人口移動、出生率への影響
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制度対象年齢

●赤枠（東郷町）
・・・18歳

●黄枠（半田市）
・・・15歳、自己負担あり

●青枠
・・・15歳

名古屋市



分析Ⅱ　結果（まとめ）

出生率

熊本市→減少に影響

（有意水準5％）

制度対象年齢の人口

東郷町・小野市→増加に影響（有
意水準5％）
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⇒

地方では制度対象年齢の人

口増加に影響を与える可能性

があるものの、

子ども医療費助成制度の範

囲拡大が、出生率の増加や

人口移動に対する拡充効果

は小さいとわかった。



政令指定都市において、全ての病気を子ども医療費助成制度の対象とする
ことは財政の使い方として非効率的である。　

政策提言Ⅰ
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分析Ⅰから得られた結果

・政令指定都市において、う歯やアトピー性皮膚疾患などの定期的かつ
長期間通院が必要な受診に関してのみ子ども医療費助成制度が有意に
効く。

　　



政策提言Ⅰ
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分析Ⅱから得られた結果

・子ども医療費助成制度の範囲拡大が、出生率の増加や人口移動に対　
する拡充効果は小さい。

 　　　

　　　　自治体が競う様に助成範囲を拡充していく必要はない



政策提言Ⅰ
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・政令指定都市において、全ての病気を子ども医療費助成制度　の
対象とすることは財政の使い方として非効率的である。

・自治体が競う様に助成範囲を拡充していく必要はない。

政令指定都市での子ども医療費助成制度の助成対象の病状を限
定化し制度対象年齢を一律で18歳以下にする。

政策提言Ⅰ



政策提言Ⅰ(削減できる医療費の試算)
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例）各自治体で子ども医療費助成制度対象となる病気をう歯と皮
膚炎及び疾患のみに限定した場合‥‥

　　　　　　 各自治体ごとの削減可能な額の概算

※ただし政令指定都市は所得水準が高いため、それを考慮する必要がある。

算出方法‥0～19歳の医療費総額のうちう蝕と皮膚炎及び疾患の医療費の割合を求め、その割合
を用いて自治体の子ども医療費助成制度の予算からう蝕と皮膚炎及び疾患の予算を算出し、削減
できる予算の概算を予想した。



政策提言Ⅱ
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　　削減できた予算を有効な子育て政策に活用する。

政策提言Ⅱ

例）・扶養控除、税額控除の制度の導入
　　・賃金保障や育休の強化
　　・所得控除方式の充実　　　‥‥など

効果のある政策を参考にして、自治体の目的や目標によって効

果を見込むことができる子育て政策を行っていくべきである。



まとめ
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・主な結果
　う歯やアトピー性皮膚疾患などの定期的かつ長期間通院が必要な受
診に関してのみ子ども医療費助成制度が健康に効果がある。
　子ども医療費助成制度の範囲拡大が、出生率の増加や人口移動に
対する拡充効果は小さい。

・政策提言
　継続的な受診が必要である病気のみに限定し、また制度対象年齢が
一律で18歳以下である子ども医療費助成制度を導入する。
そうして削減できた予算を有効な子育て政策に当てる。
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