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5.3 医療・介護部門、公的年金部門 

（医療・介護） 

１．dln(seikanf)； 政府管掌保険料
obs 940
R2C 0.61
推計期間 1991-2010

係数 t値
dln(seikand3) 0.783 45.317 ***

２．dln(kumiaif)； 組合管掌保険料
obs 940
R2C 0.06
推計期間 1991-2010

係数 t値
dln(kumiaid3) 0.460 7.640 ***

３．dln(kokuhof)； 国民健康保険料
obs 940
R2C -0.08
推計期間 1991-2010

係数 t値
dln(kokuhoc) 0.283 16.052 ***

４．dln(kyosaifs)； 共済組合（短期経理）保険料
obs 940

R2C -0.10
推計期間 1991-2010

係数 t値
dln(kyosaifsd) 0.314 13.402 ***
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５．ln(kaigof)； 介護保険料
obs 470

R2C 0.99
推計期間 2001-2010

係数 t値
Constant 2.275 7.00 *** 北海道

1.803 6.10 *** 青森県
1.822 6.26 *** 岩手県
2.117 7.10 *** 宮城県
1.739 5.99 *** 秋田県
1.813 6.27 *** 山形県
1.998 6.72 *** 福島県
2.188 7.27 *** 茨城県
2.134 7.31 *** 栃木県
2.049 6.90 *** 群馬県
2.472 7.79 *** 埼玉県
2.352 7.44 *** 千葉県
3.145 9.25 *** 東京都
2.557 7.81 *** 神奈川県
1.997 6.48 *** 新潟県
1.885 6.52 *** 富山県
1.884 6.54 *** 石川県
1.783 6.39 *** 福井県
1.767 6.40 *** 山梨県
1.997 6.58 *** 長野県
2.079 7.00 *** 岐阜県
2.316 7.43 *** 静岡県
2.650 8.21 *** 愛知県
1.995 6.73 *** 三重県
1.989 7.02 *** 滋賀県
2.097 6.86 *** 京都府
2.633 7.90 *** 大阪府
2.298 7.12 *** 兵庫県
1.852 6.47 *** 奈良県
1.690 5.87 *** 和歌山県
1.583 5.76 *** 鳥取県
1.626 5.76 *** 島根県
1.979 6.56 *** 岡山県
2.128 6.86 *** 広島県
1.862 6.27 *** 山口県
1.630 5.73 *** 徳島県
1.809 6.37 *** 香川県
1.807 6.08 *** 愛媛県
1.595 5.63 *** 高知県
2.223 6.88 *** 福岡県
1.711 6.08 *** 佐賀県
1.797 6.05 *** 長崎県
1.853 6.13 *** 熊本県
1.761 6.06 *** 大分県
1.775 6.15 *** 宮崎県
1.778 5.89 *** 鹿児島県
1.767 6.15 *** 沖縄県

kaigodummy -0.102 -9.41 ***
ln(kaigok) 0.740 28.71 ***

６．dln(rmedkkk)； 若年医療給付（国保・一般、退職者、組合給付分）
obs 564

R2C 0.69
推計期間 1999-2010

係数 t値
IKOUD 0.063 61.334 ***
dln(PRMKK4) 0.993 21.54 ***

７．dln(rmedkk)； 若年医療給付（社会保険診療報酬支払基金分）
obs 564

R2C 0.17
推計期間 1999-2010

係数 t値
IKOUD 0.003 1.792 *
dln(PRMKK4) 0.751 10.24 ***
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８．dln(rmedk)； 老人保健給付
obs 564

R2C 0.83
推計期間 1999-2010

係数 t値
Constant -0.003 -2.75 ***
dln(PRMKXXX) 1.096 8.39 *** 北海道

1.175 8.54 *** 青森県
1.061 7.60 *** 岩手県
0.946 7.11 *** 宮城県
0.996 6.97 *** 秋田県
1.129 7.87 *** 山形県
0.927 6.58 *** 福島県
1.055 8.15 *** 茨城県
1.017 7.60 *** 栃木県
1.013 7.62 *** 群馬県
0.951 8.68 *** 埼玉県
0.974 8.66 *** 千葉県
0.985 7.82 *** 東京都
0.924 8.11 *** 神奈川県
1.005 7.24 *** 新潟県
1.229 9.07 *** 富山県
0.994 7.46 *** 石川県
1.116 8.13 *** 福井県
0.971 7.15 *** 山梨県
1.046 7.62 *** 長野県
1.008 7.64 *** 岐阜県
0.961 7.44 *** 静岡県
1.037 8.55 *** 愛知県
0.979 7.29 *** 三重県
1.008 7.87 *** 滋賀県
0.945 7.27 *** 京都府
0.919 7.69 *** 大阪府
1.045 8.18 *** 兵庫県
0.938 7.47 *** 奈良県
0.962 6.96 *** 和歌山県
1.136 8.10 *** 鳥取県
1.000 7.05 *** 島根県
1.096 8.13 *** 岡山県
1.061 8.04 *** 広島県
1.197 8.64 *** 山口県
1.505 10.76 *** 徳島県
0.924 6.72 *** 香川県
1.150 8.26 *** 愛媛県
1.320 9.40 *** 高知県
1.210 9.15 *** 福岡県
1.277 9.13 *** 佐賀県
1.077 7.68 *** 長崎県
1.242 8.96 *** 熊本県
1.096 7.92 *** 大分県
1.199 8.74 *** 宮崎県
1.289 9.05 *** 鹿児島県
1.291 10.01 *** 沖縄県

IKOUD -0.044 -4.61 *** 北海道
-0.044 -4.75 *** 青森県
-0.040 -4.32 *** 岩手県
-0.036 -3.85 *** 宮城県
-0.029 -3.21 *** 秋田県
-0.031 -3.42 *** 山形県
-0.028 -3.05 *** 福島県
-0.042 -4.44 *** 茨城県
-0.036 -3.85 *** 栃木県
-0.030 -3.17 *** 群馬県
-0.051 -4.99 *** 埼玉県
-0.051 -5.06 *** 千葉県
-0.058 -5.94 *** 東京都
-0.048 -4.78 *** 神奈川県
-0.034 -3.77 *** 新潟県
-0.044 -4.84 *** 富山県
-0.037 -4.03 *** 石川県
-0.034 -3.76 *** 福井県
-0.026 -2.86 *** 山梨県
-0.027 -2.93 *** 長野県
-0.031 -3.32 *** 岐阜県
-0.043 -4.51 *** 静岡県
-0.048 -4.87 *** 愛知県
-0.033 -3.57 *** 三重県
-0.028 -2.89 *** 滋賀県
-0.032 -3.41 *** 京都府
-0.045 -4.49 *** 大阪府
-0.038 -4.00 *** 兵庫県
-0.033 -3.46 *** 奈良県
-0.026 -2.88 *** 和歌山県
-0.027 -3.02 *** 鳥取県
-0.020 -2.26 ** 島根県
-0.036 -3.92 *** 岡山県
-0.036 -3.93 *** 広島県
-0.027 -2.99 *** 山口県
-0.048 -5.26 *** 徳島県
-0.024 -2.63 *** 香川県
-0.035 -3.80 *** 愛媛県
-0.021 -2.39 ** 高知県
-0.041 -4.39 *** 福岡県
-0.036 -3.98 *** 佐賀県
-0.040 -4.37 *** 長崎県
-0.035 -3.87 *** 熊本県
-0.030 -3.34 *** 大分県
-0.027 -2.92 *** 宮崎県
-0.026 -2.88 *** 鹿児島県
-0.026 -2.71 *** 沖縄県
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９．dln(kaigok)； 介護給付
obs 470

R2C 0.72

推計期間 2001-2010

係数 t値
dln(p65) 1.493 27.318 ***
dln(nintei) 0.743 32.57 ***
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