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景気と高齢者の健康
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はじめに

本稿では，景気変動が高齢者の健康に与える影響を分析した実証研究を
レビューする。特に景気変動が介護サービスの供給に与える影響に焦点を
当てる。公的介護サービスや家族による介護がどのような要因により決定
されるかは，高齢者の健康に関わる政策を考える上で重要である。これま
で介護施設での人員配置基準（Park and Sterns, 2009; Tong, 2011）や，日
本では介護報酬改正（Kondo, 2019）といった政策が公的な介護サービス供
給に与える影響が検討されてきた。近年になって，景気変動が介護サービ
ス供給に与える影響という，新たな観点からの実証研究の蓄積が進んでい
る。
景気変動が健康に与える影響について，議論の先駆けとなったのは
Ruhmの研究である（Ruhm 2000）
。Ruhmは不況は健康に良いことを実証
的に示した。米国の州別死亡率は州別の失業率と関連しており，失業率が
高いほど死亡率が低下することを示した。1972年から1991年のデータを使
用して，州別失業率が1パーセンテージ・ポイント上昇すると，州別の死亡
率が0.54％低下したことを示した（Ruhm, 2000）
。米国全体で考えると失
業率が１パーセンテージ・ポイント上昇すると，１年間の死亡者数が12,000
人減少することになる（Miller et al., 2009）
。Ruhmの研究以降，異なる国
や地域，期間のデータを使って，景気後退はほんとうに健康に良いのかど
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うかが検証されてきた。先進国を分析対象とした研究の多くで景気後退は
健康にとって良いという結果が支持された（Ruhm, 2015のレビューを参照
されたい）
。景気が悪化したときに死亡率が低下するのは，労働環境の悪化
により所得や人々の時間に関する機会費用が低下し，健康に関連する行動
が変化するためと解釈される。例えば，失業率が高まると肥満や喫煙が低
下し，運動が増加することが示された（Ruhm, 2005）。
景気変動が高齢者の健康に与える影響に着目する理由は３点ある。第一
に，Ruhm（2000）の主張する，景気が健康に影響を与える背景に個人の労
働環境の変化があるという点は，引退して労働市場を退出している多くの
高齢者には当てはまらない。景気変動が高齢者の健康に与える影響は，国
や期間により結果が大きく異なる。米国のデータを使用した研究では，景
気悪化により高齢者の死亡率が低下したことを示す研究もあれば
（Stevens
et al., 2015）
，近年になるにつれて景気悪化により高齢者の死亡率が上昇し
たことを示す研究も存在する（McInerney and Mellor, 2012）。欧州９ヶ国
の50歳から70歳の個人を対象にした研究では，景気悪化は主観的な健康状
態を悪化させたことを示した（Bucher-Koenen and Mazzonna, 2013）。メキ
シコのデータを使用した分析では，景気悪化により高齢者の死亡率が上昇
したことを示した（Cutler et al., 2002）
。このように景気変動が高齢者の健
康に与える影響は結果が混在していて結論が出ていない。
第二に，高齢者の健康と密接に関連する介護サービスの供給は，景気変
動の影響を受けやすいという特徴を有する。その理由として，介護サービ
スの供給は公的サービスによるものだけではないという点が挙げられる。
介護は，家族や友人，地域など，公的制度に基づかないケア（インフォー
マルケアと呼ぶ）が主流である。日本では，
主な介護者の約7割は家族であ
り，
主な介護者として介護事業者が占める割合は約1割に過ぎない（厚生労
働省，2020）。米国では要介護者の約半数が家族や友人などからインフォ
ーマルケアを受けている
（Mommaerts and Truskinovsky, 2020）。インフォ
ーマルケアが利用可能かどうかは時間に関する機会費用に依存するため
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（Grabowski et al., 2012）
，景気変動が大きく関わってくる。
第三に，景気変動はフォーマルケアの供給にも影響を与える。Konetzka
et al. (2018)は次のように説明する。景気が良い時は，看護師等の資格を有
していたとしてもストレスやシフトワークといった医療・介護産業の職場
環境から，
他業種での就業や労働市場から退出することを選択する（Hanel
et al., 2014)）。一方で，景気が悪化すると失職や労働時間や賃金の減少に
直面し，景気の影響を受けづらい医療・介護産業での就業を選択するよう
になる（Buerhaus et al., 2009）
。このように，経済状況に伴い医療や介護
の現場で働く人々の質や量が変化することにより，結果的に高齢者の健康
に影響を与えることが予想される。
先行研究のほとんどは，米国のデータを使用した研究である。研究対象
の多くは米国のナーシングホームという介護施設を対象にしている。介護
施設で提供される制度に基づくサービスは，フォーマルケアに位置づけら
れる1）。本稿では，景気変動がフォーマルケア，ならびに，インフォーマ
ルケアの供給に与える影響を検証した論文を対象とする。

２

景気変動がフォーマルケアに与えた影響

2.1

景気変動と医師の患者受け入れ

McInerney and Mellor（2012）は，米国の州別データ，患者側の個票デ
ータ，医療供給側の個票データの３種類のデータを用いて，景気変動と高
齢者の死亡率との関連を分析した。McInerney and Mellor（2012）の貢献
は景気変動がフォーマルケアの供給側に与える影響に着目した点である。
州別データを用いた分析では1994年から2008年までの州別失業率と65

1）日本では公的医療保険による医療サービスや，公的介護保険による介護サービスなどがフォ
ーマルケアに該当する。
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歳以上の死亡率との関連を検証した。興味深いことに，年代によって失業
率が65歳以上の死亡率に与える影響が異なった。例えば，Ruhm（2000）
が使用したデータとほぼ同じ1978年から1991年のデータを使用した分析
では，州別失業率が１パーセンテージ・ポイント上昇すると，州別の65歳
以上死亡率が0.47％低下した。ところが，1994年から2007年のデータを使
用した分析では，州別失業率が１パーセンテージ・ポイント上昇すると州
別の65歳以上死亡率が0.33％上昇した。
患者側の個票データを用いた分析では，1994年から2008年までのメディ
ケア医療保険受給者現況調査（Medicare Current Beneficiary Survey）を用
いた。このデータは，
毎年約1万人のメディケア（高齢者と障害者のための
公的医療保険）受給者を対象にしたインタビュー調査である。15年間のデ
ータで約９万人の回答者が分析対象となった。この調査データに，メディ
ケアの保険請求データ（administrative claim data）を結合したデータを用
いて，外来受診や入院の情報を用いた分析も行った。州別データを用いた
分析と一致して，州別失業率の上昇はメディケア受給者の健康状態を改善
させる影響は認められなかった。州別失業率は喫煙や肥満度にほとんど影
響を与えておらず，予防接種や検診といった予防行動にも有意な影響を与
えていなかった。一方で，州別失業率が精神的な健康状態を悪化させる有
意な影響が示された。保険請求データを用いた分析では，州別失業率が外
来受診や入院に与える有意な影響は示されなかった。
医療供給側の個票データを用いた分析では，地域追跡研究・医師調査
（Community Tracking Study Physician Survey）
を使用した。州別失業率が
上昇すると，メディケアを受給している新規患者数が増加する傾向が示さ
れた。医療供給側のデータを分析したことにより，景気悪化により医師が
新規患者の受け入れを増やしていたことを明らかにした。著者らは，患者
側のデータを用いた分析では景気変動が健康に与える影響がほとんど観察
されなかったことから，景気変動は医師の行動に影響を与えたのではない
かと推測している。
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景気変動と介護従事者数

２つの研究があり，
いずれも米国のデータを使用した研究である。1つ目
の研究であるStevens et al.（2015）は，景気変動が人々の健康に与える影
響は，雇用環境の変化に直接影響を受けない高齢世代で大きいことを示し
た。その背景に，景気変動に伴って介護従事者数が変化することを突き止
めた。
まず，失業率が年齢（５歳階級）別死亡率に与える影響を男女別に分析
した。1978年から2006年までの州別データを使用した結果，景気悪化が死
亡率の低下に与える影響は高齢者，特に高齢女性で強く現れることを示し
た。さらに，年代別の雇用環境が，どの年代の死亡率に影響を与えている
のかを検証した。25歳～44歳，45歳～61歳，62歳以上の年齢グループ別就
業率を使って，これらの就業率が各年齢グループの死亡率に与える影響を
検証した。この分析では主要な説明変数として年齢グループ別就業率を使
用しているため，不況が健康に良いのであれば期待される符号はプラスで
ある。年齢グループ別就業率が，同じ年齢グループの死亡率に与える影響
の多くはマイナスの関連を示し，有意な影響はほとんどみられなかった。
興味深い結果は，年齢グループ別就業率が，他の年齢グループの死亡率に
与える影響である。25～44歳の就業率や45～61歳の就業率は，62歳以上の
死亡率におおむねプラスの影響を与えていた。これらの結果は，景気悪化
が死亡率の低下に与える影響は，雇用環境に影響を受ける年齢層によるも
のではないことを示唆する。
景気変動が，なぜ高齢者の死亡率に影響を与えるのか。このメカニズム
を探るために死亡場所別の分析を行った。景気変動が，65歳以上の死亡率
に与える影響について，ナーシングホームでの死亡とそれ以外の場所での
死亡にわけて検証した。州別失業率が上昇するほどナーシングホームでの
死亡率が低下し，一方でナーシングホーム以外での死亡率は上昇した。さ
らに，州別失業率の上昇が死亡率の低下に与える影響は，ナーシングホー
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ムの入所者割合が多い州で顕著であった。これらの結果から，景気悪化が
高齢者の死亡率低下に与える影響の背景に，景気変動によりナーシングホ
ームの死亡率に変化があることを示した。
ナーシングホームでの死亡率は，なぜ景気変動に影響を受けるのか。１
つの可能性は，景気変動により家族介護者の時間に関する機会費用が変化
するという点である。景気が良い時は，賃金上昇により家族介護を提供す
る機会費用が上昇する。家族による介護の提供が減少することで，高齢者
が介護を受ける場所を自宅からナーシングホームへと変更する。ナーシン
グホームに入所する高齢者が増えることで，介護従事者１人あたりの要介
護者が増え，介護の質が低下し，ナーシングホームでの死亡率が上昇する。
つまり，失業率が高い時ほどナーシングホームへの入所確率が低下するこ
とが期待される。この可能性を検証するために，米国の個票データ「健康
と引退に関する調査」
（Health and Retirement Study）を用いて，失業率が
ナーシングホームへの入所に与えた影響を検証した。失業率の上昇は，ナ
ーシングホームの入所確率に有意にプラスの影響を与えており，期待され
る結果とは逆の符号が示された。
別の可能性は，景気変動がナーシングホームで働く介護従事者に影響を
与えるというものである。全米97％の医療機関と高度看護施設（skilled
nursing home facilities）をカバーするデータベース「認定報告オンライン
調査」
（Online Survey, Certification and Reporting）の1990年から2006年の
データを用いて，医療・介護従事者数が景気変動でどのように変化したか
を検証した。州別失業率の上昇は，看護師や看護助手の増加に有意な影響
を与えていた。さらに，州別失業率が州別の人口当たり医療・介護従事者
数に与える影響を検証した。失業率が上昇すると看護助手が増加するのに
対し，医師や看護師は減少した。２つの分析結果に共通することは，景気
が悪化した際に増加する医療・介護従事者は，高度な教育・技術を必要と
しないロースキルの従事者ということである2）。実際に看護助手はナーシ
ングホームに集中している。これらの結果は，景気後退期にナーシングホ
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ームでの死亡率が低下する背景に，景気後退期の看護助手の増加があるこ
とを示唆する。
Stevens et al.（2015）は，失業率上昇による死亡率低下の背景に，景気
変動による個人の健康行動の変化があるとする先行研究（Ruhm, 2000）の
主張について，ほとんど関連が無いと指摘する。その代わりに，景気が悪
化した際にナーシングホームの介護従事者が増加することが，失業率上昇
による死亡率低下の背景にあるという新たな実証的証拠を提示した。景気
変動がナーシングホームで働く介護従事者数を変化させたことは観察され
たが，これにより要介護者の健康状態にどのような影響を与えたのかは，
直接検証されていない。
２つ目の研究はKonetzka et al.（2018）で，Stevens et al.（2015）を拡張
した研究である。Stevens et al.（2015）の問題点として，景気変動によっ
てナーシングホームのサービスに対する需要が変化し，看護師の需要が変
化することを考慮に入れていないことを指摘した。Konetzka et al.（2018）
では，景気が悪くなるとナーシングホームのサービスに対する需要が低下
して，ナーシングホームの収入が減少する。この収入減に対応するため，
ナーシングホームは看護師の総数は変化させないものの，相対的に人件費
の高い正看護師（Registered Nurses）から人件費の低い准看護師（Licensed
Practical Nurses）に置き換えることを実証的に明らかにした。
2005年から2012年のカリフォルニア州の郡レベルのデータを使用して，
郡別の失業率がナーシングホームで働く介護従事者のサービス提供時間数
に与える影響を検証した。介護従事者のデータは，1990年から2006年まで
のカリフォルニア州保健・医療計画開発局（California’s Office of Statewide
Health Planning and Development）のナーシングホームデータを使用した。
分析対象のナーシングホームは1,044施設である。被説明変数は要介護者１
2）ナーシングホームで介護に従事する労働者は３タイプで，一般的に学士号を保有する正看護
師，一般的に準学士号を保有する准看護師，そして一般的に最低賃金で働く労働者で中等後
教育や正式な看護トレーニングを受けていない看護助手である（Konetzka et al., 2018）。
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日あたりの介護サービス提供時間数である。郡別の失業率が介護に従事す
る３職種，正看護師，准看護師，看護助手の介護サービス提供時間に与え
る影響を別々に検証した。分析の結果，郡レベルの失業率上昇は，正看護
師による介護サービス提供時間を減らすのに対し，准看護師による介護サ
ービス提供時間を増加させた。看護助手による介護サービス提供時間，３
職種合計の介護サービス提供時間に与える影響は観察されなかった。さら
に，郡別の失業率が高まるほどナーシングホームの収入が減少した。これ
らの結果から，景気悪化によりナーシングホームでは相対的に人件費の高
い正看護師から人件費の低い准看護師への代替が生じたが，介護従事者の
総数には影響を与えていないと結論づけた。
Stevens et al.（2015）と結果が異なるのはなぜか。アウトカムとして
Konetzka et al.（2018）では要介護者１日あたりの介護サービス提供時間数
をみている。一方で，Stevens et al.（2015）は看護師や准看護師の数をア
ウトカムとしている。不況期にはフルタイムからパートタイムへの転換が
生じているかもしれず，Stevens et al.（2015）は実際の水準よりも介護従
事者の供給量を過大に捉えているおそれがある。
Konetzka et al.（2018）は，景気変動が介護サービス供給のみならず，介
護サービス需要にも影響を与えたことを示した重要な研究である。ただし，
この研究もStevens et al.（2015）と同様に，景気変動が介護従事者の供給
に与えた影響が，要介護者の健康状態にどのような影響を与えたのかにつ
いては検証されていない。
2.3

景気変動と介護従事者の離職，ナーシングホーム入所者の死亡率

Stevens et al.（2016）やKonetzka et al.（2018）は，景気悪化に伴う介護
サービス供給側の変化として介護従事者数に焦点を当てていた。しかし，
介護サービス供給側の変化として，他のメカニズムも考えられる。１つの
可能性は，介護従事者数と密接に関連するものだが，景気変動に伴い変化
する介護従事者の離職である。Stevens et al.（2015）は景気後退期にナー
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シングホームでの死亡率が低下する影響を示したが，これは景気後退期に
介護従事者の離職が減少したことで，介護サービスの質が改善した結果が
反映されたものかもしれない。景気変動に伴う高齢者の健康状態を考える
上で，介護従事者の離職も検討する必要があるだろう。
Antwi and Bowblis（2018）は看護師の離職が介護サービスの質に与える
影響を検証した。ナーシングホームで働く介護従事者の離職と介護サービ
スの質との関連を検証した経済学以外の分野の先行研究は，因果効果を推
定したものではないという問題がある
（例えば，
Lerner et al. 2014; Thomas
et al. 2013）
。これらの先行研究では，分析者には観察できないナーシング
ホームの異質性（unobserved heterogeneity）が結果に与える影響について
考慮されていない。ナーシングホームの建物の構造といった，時間を通じ
て変化しない異質性（time-invariant heterogeneity）だけではなく，ナー
シングホーム入所者の身体状態といった，時間を通じて変化する異質性
（time-varying heterogeneity）
も結果に影響を与えている可能性がある。固
定効果モデルを用いた分析では，時間を通じて変化しない異質性をコント
ロールできるものの，時間を通じて変化する異質性をコントロールするこ
とができず，内生性の問題が残る。
そこで，Antwi and Bowblis（2018）は，固定効果モデルの適用だけでは
なく，失業率を看護師の離職の操作変数として利用することで，時間を通
じて変化する異質性をコントロールし，看護師の離職が介護サービスの質
に与える因果効果を推定することを試みた。アウトカムの介護サービスの
質は，米国のナーシングホームにおけるケアの質評価で使用される指標3）
や ナ ー シ ン グ ホ ー ム の 死 亡 率 4） で 計 測 し た。 介 護 従 事 者 の デ ー タ は
Konetzka et al.（2018）でも使用されたカリフォルニア州保健・医療計画開
発局のナーシングホームデータである。介護サービスの質に関するデータ

3）ケアの質が低いと判断される事象が生じている入所者割合を数値化した指標である。
4）全退所者に占める死亡による退所者の割合で求めている。
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は「認定報告オンライン調査」を使用した。2005年から2011年のデータで
1,076のナーシングホームが分析対象である。操作変数として利用した失業
率は，カリフォルニア州の群別失業率を用いた。郡別失業率を操作変数と
して用いた結果，介護従事者の離職率増加が介護サービスの質低下に与え
る影響の係数値は16.5％上昇した。時間を通じて変化しない異質性のみを
考慮した固定効果モデル分析では，離職率の増加が介護サービスの質の低
下に与える影響を過小評価することを示した。
失業率を看護師の離職の操作変数として利用するには，失業率が看護師
の離職と十分に強い関連性を持つことが求められる。ナーシングホームで
働 く 看 護 師 の 離 職 の 主 要 な 要 因 は 賃 金 で あ る。 分 析 対 象 と す る の は
Konetzka et al.（2018）と同様に，正看護師，准看護師，看護助手である
が，その中でも主要な介護従事者は看護助手である。看護助手は高度な教
育・技術を必要としないロースキルの労働者であるため（本稿の脚注２参
照）
，
ナーシングホームで働く看護助手の比較対象となる職種はハウスキー
ピングや飲食業など他業種となる。景気が良い時は他産業での仕事がみつ
けやすいため，ナーシングホームでは介護従事者の人手不足に直面する。
それゆえ，景気が良い時は介護の経験が浅い労働者など，望ましくない特
性を有する者を雇い入れる必要が生じる。たとえ離職者と同程度のスキル
を有する者を新規に雇用できたとしても，ナーシングホームの同僚や施設
の方針などに馴染むまでに時間がかかり，ケアを提供する際に混乱や非効
率が生じるおそれがある。このような理由から，景気変動がナーシングホ
ームで働く介護従事者の離職を通じて，間接的にナーシングホームの介護
サービスの質に影響を与えるとAntwi and Bowblis（2018）は説明してい
る。操作変数法の第１段階の分析結果より，郡別失業率の上昇により介護
従事者の離職率が低下する有意な影響が示された。
介護従事者の離職率の増加がナーシングホームでの死亡率に与える影響
を検証した結果，離職率が10パーセンテージ・ポイント上昇すると，死亡
率は8.3～17.4%上昇することが示された。州別失業率の上昇によりナーシ
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ングホームの死亡率が低下する関連を示したStevens et al.（2015）と一致
する結果と言える。Antwi and Bowblis（2018）は失業率の上昇によりナー
シングホームの離職率が低下したことで，ナーシングホームの介護サービ
スの質が上昇し，ナーシングホームでの死亡率が低下したというメカニズ
ムを示した。関連する２つの先行研究（Stevens et al., 2015; Konetzka et
al., 2018）では，景気変動に伴いナーシングホームの介護従事者数に与え
た影響は示されたものの，ナーシングホーム入所者の健康状態に与える影
響までは直接検証されなかった。この分野で残された課題に，操作変数法
を用いるというアイデアで検証を試みた点がAntwi and Bowblis（2018）の
貢献と言える。

３

景気変動がインフォーマルケアに与える影響

２つの研究がある。１つ目の研究であるCosta-Font et al.（2016）は2009
年の不況前後のデータを用いて，不況が家族介護の利用に与える影響を差
の差分析の手法で検証した。先行研究の多くが米国のデータを使用してい
るのに対し，Costa-Font et al.（2016）は欧州11ヶ国のデータを使用した。
不況はインフォーマルケアを増加させたという結果であった。これは，不
況により時間に関する機会費用が低下し，家族介護者の利用可能性が高ま
ったことによる。この結果から，不況はインフォーマルケアの需要ではな
く供給に影響を与えたことを示唆している。
データは欧州における健康，加齢及び退職に関する調査（Survey of
Health, Ageing, and Retirement in Europe）で，18ヶ国の50歳以上の個人
を対象にした調査である。インフォーマルケアのデータが利用可能なwave
1（2004～2005年調査）
，wave 2（2006～2007年調査），wave 4（2010～2011
年調査）を利用した。2009年の不況前後のデータが利用可能な11ヶ国，約
10万人が分析対象である。インフォーマルケアは同居家族によるケアと，
同居以外の家族によるケアとにわけて分析を行った。要介護者と同居して
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いる家族は，同居以外の家族と比較して，高齢で労働市場を退出している
という傾向があった。そのため，不況による時間に関する機会費用の変化
を受けやすいのは，要介護者の同居家族よりも，同居以外の家族となる。
不況による失業の影響を捉えるために，失業率ではなく，季節調整済実質
GDP成長率を使用している。
景気が悪化すると，家族による介護を受ける割合が高まった。この結果
は，要介護者の同居家族によるものではなく，同居以外の家族によるイン
フォーマルケアが増加したことによる。また，不況は高齢者の日常生活動
作を有意に悪化させた。不況が高齢者の日常生活動作を悪化させた効果よ
り，不況がインフォーマルケアの増加に与えた効果の方が大きかったこと
から，著者らは不況がフォーマルケアからインフォーマルケアへのシフト
にも影響を与えたと推測している。
不況が日常生活動作の悪化に与えた影響は各国で大きな違いがなかった
にも関わらず，不況がインフォーマルケアの利用に与えた影響は，地域ご
とに異なった。直感とは異なり，不況がインフォーマルケアの増加に与え
た影響が大きかったのは北欧諸国（デンマーク・スウェーデン）であった。
北欧モデルのような包括的な介護制度を有する国々であっても，不況の影
響を和らげるためにインフォーマルケアが利用されていることが明らかと
なった。この結果はインフォーマルケアを供給する際の時間に関する機会
費用が影響を与えているものと説明している。
２つ目の研究であるMommaerts and Truskinovsky（2020）は，米国のデ
ータを用いて景気変動が家族による介護サービスの供給と需要の両面に与
える影響を検証した。Stevens et al.（2015）では，景気後退は高齢女性の
死亡率低下に与える影響が大きいことを示し，その背景に景気変動が介護
従事者数の変化に与える影響に着目した。Mommaerts and Truskinovsky
（2020）の結果より，景気後退期に家族による介護提供が増えることもま
た，景気後退期に高齢女性の死亡率が大幅に低下する要因の一つである可
能性が示唆された。
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Mommaerts and Truskinovsky（2020）は，家族による介護提供を分析す
るために，2003年から2015年までの「米国生活時間調査」（American Time
Use Survey）を利用した。家族介護に対する需要を分析するために，1995
年から2012年の「健康と引退に関する調査」を用いた。
全体的に，景気後退期に家族による介護が増加する傾向が示された。失
業率が１パーセンテージ・ポイント上昇すると，家族が介護を提供する確
率は0.8パーセンテージ・ポイント上昇した。この結果は，雇用機会が景気
変動の影響を受けやすい，教育年数の短い男性介護者による部分が大きか
った。景気後退期にインフォーマルケアが増えることでフォーマルケアが
減少するという，インフォーマルケアとフォーマルケアとの間の代替関係
は観察されなかった。これらの結果は景気変動がインフォーマルケア提供
者の機会費用に影響を与えたことを示唆している。欧州のデータを使用し
て 景 気 変 動 と イ ン フ ォ ー マ ル ケ ア の 関 連 を 分 析 し たCosta-Font et al.
（2016）と整合性のある結果であった。
景気変動がインフォーマルケアの利用に与える影響を見ると，年代によ
り異なる影響が示された。70歳以上の要介護者では，失業率が高いほど家
族による介護は増加し，反対に60～69歳の要介護者では，失業率が高いほ
ど家族による介護は減少した。この違いは，70歳以上の要介護者の家族介
護者は子どもであるのに対し，60代の要介護者の家族介護者は配偶者であ
ることによる。70歳以上の要介護者の結果は，景気後退期に子ども世代の
雇用環境が悪化し，家族介護者の介護を提供する機会費用が低下していた
ことを反映する。一方で，60代の要介護者の結果は，景気後退期に配偶者
の就業率が増加しており，それが景気後退期に家族による介護が減少した
要因だと説明している。景気後退による世帯所得の低下により，人々は引
退時期を遅らせることが先行研究でも示されており（Meschi et al., 2013），
60代の要介護者の結果は先行研究と一致した結果と言える。
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４

今後の課題

景気変動が介護分野のフォーマルケア，インフォーマルケアの供給に与
える影響については，
米国のデータを使用した研究が大部分を占めている。
米国のナーシングホームを使用した研究では，ナーシングホーム入所者に
公的保険ではカバーされない入所者（private-pay residents）が含まれるこ
とから，景気変動は介護サービスの供給のみならず介護サービスの需要に
も影響を与えることが指摘されている（Konetzka et al., 2018）。したがっ
て，米国のデータを使用した研究では景気変動が介護サービスの供給に影
響を与えたのか，介護サービスの需要に影響を与えたのかを識別すること
が難しい。包括的な介護制度を有する国のデータを使用することで，景気
変動が公的介護サービスの供給に与える影響をより識別しやすくなるだろ
う。
景気変動がインフォーマルケアに与える影響を検証した２つの先行研究
は，ともに景気悪化により，潜在的な家族介護者の時間に関する機会費用
が低下することで，
インフォーマルケアの提供が増加することを示唆した。
Mommaerts and Truskinovsky（2020）では，家族が高齢の親に介護を提供
するか否かの選択に影響を与えていたのは，雇用機会が景気変動の影響を
受けやすい教育年数の短い男性であった。景気後退期に，労働市場を退出，
もしくは，フルタイムからパートタイムに転換するなどで介護を提供した
場合，長期的にその家族介護者の雇用状況にどのような影響を与えるのだ
ろうか。家族による介護の提供が，その家族介護者の雇用状況に与える長
期的影響を検証した研究は限られている（例えば，Schmitz and Westphal,
2017）。関連して，包括的な介護制度を有するか否かで，インフォーマル
ケアの提供が雇用に与える影響は異なるのだろうか。Costa-Font et al.
（2016）の結果は，直感に反して欧州の中で不況によりインフォーマルケ
アが増加する影響が大きかったのは，包括的な介護制度を有する北欧諸国
であった。一方で，公的介護保険制度を有するオランダのデータを使用し
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た研究では，高齢の親の健康状態の悪化が，潜在的な家族介護者の雇用に
与える影響は観察されなかった（Rellstab et al., 2020）。日本のデータを使
用した研究でも結果が混在している。公的介護保険制度の導入は潜在的な
家族介護者の雇用へのマイナスの影響を軽減する効果が認められなかった
とする研究もあれば（Fukahori et al., 2015）
，公的介護保険制度の導入は
中高年の雇用にプラスの効果があったことを示す研究も存在する（Fu et
al., 2017）
。これらは将来に向けて研究の余地が残された課題である。
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Cyclical Changes in Health among Older Adults
Chie HANAOKA
《Abstract》
This paper reviews previous econometric analyses that have examined
how economic conditions affect the supply of formal and informal long-term
care among older adults. The first finding is that there is some evidence of
the relationship between macroeconomic conditions and health among older
adults. The second finding is that the purported mechanisms behind the
cyclical pattern of health among older adults include changes in physician
willingness to accept patients, changes in staffing level and turnover of
direct-care workers such as nursing assistants in long-term care facilities,
and changes in unpaid long-term care provided by family members. Finally,
the paper discusses some limitations of previous studies.

