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５.４ 医療・介護、公的年金部門 

（医療・介護） 

 

 
 

 

 

  

１．dln(seikanf)； 政府管掌保険料
obs 1175
R2C 0.54
推計期間 1991-2015

2018年度推定結果
係数 t値

dln(seikand3) 0.786 47.967 ***

２．dln(kumiaif)； 組合管掌保険料
obs 1175
R2C 0.05
推計期間 1991-2015

2018年度推定結果
係数 t値

dln(kumiaid3) 0.481 8.732 ***

３．dln(kokuhof)； 国民健康保険料
obs 1175
R2C -0.05
推計期間 1991-2015

2018年度推定結果
係数 t値

dln(kokuhoc) 0.262 14.808 ***

４．dln(kyosaifs)； 共済組合（短期経理）保険料
obs 1175

R2C -0.25
推計期間 1991-2015

2018年度推定結果
係数 t値

dln(kyosaifsd) 0.257 14.660 ***
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５．ln(kaigof)； 介護保険料
obs 705

R2C 0.99
推計期間 2001-2015

2018年度推定結果
係数 t値

Constant -0.219 -1.250 北海道
-0.469 -2.936 *** 青森県
-0.424 -2.690 *** 岩手県
-0.194 -1.198 宮城県
-0.508 -3.227 *** 秋田県
-0.411 -2.625 *** 山形県
-0.316 -1.959 * 福島県
-0.135 -0.829 茨城県
-0.123 -0.779 栃木県
-0.235 -1.460 群馬県
0.010 0.061 埼玉県

-0.089 -0.521 千葉県
0.565 3.077 *** 東京都
0.018 0.103 神奈川県

-0.349 -2.093 ** 新潟県
-0.305 -1.950 * 富山県
-0.305 -1.959 * 石川県
-0.344 -2.282 ** 福井県
-0.349 -2.330 ** 山梨県
-0.320 -1.952 * 長野県
-0.200 -1.242 岐阜県
-0.078 -0.464 静岡県
0.162 0.927 愛知県

-0.274 -1.709 * 三重県
-0.182 -1.182 滋賀県
-0.240 -1.454 京都府
0.061 0.341 大阪府

-0.182 -1.042 兵庫県
-0.345 -2.223 ** 奈良県
-0.514 -3.301 *** 和歌山県
-0.507 -3.416 *** 鳥取県
-0.529 -3.471 *** 島根県
-0.324 -1.991 ** 岡山県
-0.231 -1.380 広島県
-0.389 -2.432 ** 山口県
-0.533 -3.474 *** 徳島県
-0.357 -2.319 ** 香川県
-0.460 -2.867 *** 愛媛県
-0.555 -3.633 *** 高知県
-0.234 -1.345 福岡県
-0.430 -2.828 *** 佐賀県
-0.470 -2.931 *** 長崎県
-0.452 -2.775 *** 熊本県
-0.453 -2.887 *** 大分県
-0.427 -2.739 *** 宮崎県
-0.522 -3.208 *** 鹿児島県
-0.407 -2.623 *** 沖縄県

kaigodummy -0.049 -5.244 ***
ln(kaigok) 0.939 68.281 ***

６．dln(rmedkkk)； 若年医療給付（国保・一般、退職者、組合給付分）
obs 799

R2C 0.68
推計期間 1999-2015

2018年度推定結果
係数 t値

IKOUD 0.063 61.634 ***
dln(PRMKK4) 0.972 27.524 ***

７．dln(rmedkk)； 若年医療給付（社会保険診療報酬支払基金分）
obs 799

R2C 0.29
推計期間 1999-2015

2018年度推定結果
係数 t値

IKOUD 0.002 1.246
dln(PRMKK4) 1.033 20.571 ***
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８．dln(rmedk)； 老人保健給付
obs 799

R2C 0.80
推計期間 1999-2015

2018年度推定結果
係数 t値

Constant 0.005 5.418 ***
dln(PRMKXXX) 1.028 8.851 *** 北海道

1.119 9.003 *** 青森県
0.982 7.565 *** 岩手県
0.835 7.017 *** 宮城県
0.921 6.955 *** 秋田県
1.069 7.986 *** 山形県
0.854 6.514 *** 福島県
1.020 8.983 *** 茨城県
0.946 7.932 *** 栃木県
0.985 8.294 *** 群馬県
0.946 10.462 *** 埼玉県
0.980 10.306 *** 千葉県
0.975 8.805 *** 東京都
0.933 9.580 *** 神奈川県
0.953 7.403 *** 新潟県
1.192 9.684 *** 富山県
0.917 7.644 *** 石川県
1.055 8.314 *** 福井県
0.938 7.490 *** 山梨県
1.007 7.918 *** 長野県
1.001 8.477 *** 岐阜県
0.937 8.147 *** 静岡県
1.014 9.830 *** 愛知県
0.951 7.871 *** 三重県
0.956 8.473 *** 滋賀県
0.909 7.989 *** 京都府
0.905 8.854 *** 大阪府
1.016 9.124 *** 兵庫県
0.936 8.530 *** 奈良県
0.926 7.228 *** 和歌山県
1.074 8.219 *** 鳥取県
0.950 7.152 *** 島根県
1.045 8.495 *** 岡山県
0.998 8.356 *** 広島県
1.141 8.949 *** 山口県
1.440 11.112 *** 徳島県
0.891 7.094 *** 香川県
1.093 8.525 *** 愛媛県
1.267 9.664 *** 高知県
1.130 9.674 *** 福岡県
1.224 9.430 *** 佐賀県
1.026 7.884 *** 長崎県
1.181 9.171 *** 熊本県
1.038 8.158 *** 大分県
1.126 8.917 *** 宮崎県
1.222 9.174 *** 鹿児島県
1.219 10.603 *** 沖縄県

IKOUD -0.050 -5.570 *** 北海道
-0.051 -5.779 *** 青森県
-0.046 -5.249 *** 岩手県
-0.041 -4.595 *** 宮城県
-0.035 -4.123 *** 秋田県
-0.037 -4.399 *** 山形県
-0.034 -3.935 *** 福島県
-0.049 -5.530 *** 茨城県
-0.042 -4.775 *** 栃木県
-0.037 -4.197 *** 群馬県
-0.059 -6.322 *** 埼玉県
-0.059 -6.414 *** 千葉県
-0.065 -7.230 *** 東京都
-0.057 -6.111 *** 神奈川県
-0.041 -4.776 *** 新潟県
-0.051 -5.961 *** 富山県
-0.043 -4.955 *** 石川県
-0.041 -4.738 *** 福井県
-0.033 -3.854 *** 山梨県
-0.034 -3.918 *** 長野県
-0.039 -4.421 *** 岐阜県
-0.050 -5.629 *** 静岡県
-0.055 -6.059 *** 愛知県
-0.041 -4.617 *** 三重県
-0.034 -3.795 *** 滋賀県
-0.039 -4.428 *** 京都府
-0.052 -5.677 *** 大阪府
-0.045 -5.070 *** 兵庫県
-0.041 -4.604 *** 奈良県
-0.033 -3.868 *** 和歌山県
-0.034 -3.980 *** 鳥取県
-0.027 -3.239 *** 島根県
-0.043 -4.929 *** 岡山県
-0.043 -4.875 *** 広島県
-0.034 -3.946 *** 山口県
-0.054 -6.314 *** 徳島県
-0.031 -3.628 *** 香川県
-0.041 -4.800 *** 愛媛県
-0.028 -3.345 *** 高知県
-0.047 -5.313 *** 福岡県
-0.043 -5.007 *** 佐賀県
-0.046 -5.412 *** 長崎県
-0.042 -4.852 *** 熊本県
-0.037 -4.295 *** 大分県
-0.033 -3.785 *** 宮崎県
-0.032 -3.835 *** 鹿児島県
-0.031 -3.521 *** 沖縄県
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（公的年金） 

 

９．dln(kaigok)； 介護給付
obs 705

R2C 0.68

推計期間 2001-2015

2018年度推定結果
係数 t値

dln(p65) 1.589 33.059 ***
dln(nintei) 0.733 34.538 ***

１．dln(konenf)； 厚生年金保険料
obs 1175
R2C 0.49
推計期間 1991-2015

2018年度推定結果
係数 t値

dln(konenfd) 0.974 6.004 *** 北海道
0.955 7.234 *** 青森県
1.148 7.964 *** 岩手県
0.847 6.762 *** 宮城県
0.953 6.598 *** 秋田県
0.946 6.668 *** 山形県
0.967 7.166 *** 福島県
0.838 6.438 *** 茨城県
0.767 5.752 *** 栃木県
0.811 6.636 *** 群馬県
0.999 7.320 *** 埼玉県
1.204 7.020 *** 千葉県
0.970 6.419 *** 東京都
0.932 6.475 *** 神奈川県
1.033 7.387 *** 新潟県
0.981 7.217 *** 富山県
0.954 7.233 *** 石川県
0.907 6.091 *** 福井県
1.087 6.945 *** 山梨県
0.830 6.070 *** 長野県
0.998 6.600 *** 岐阜県
0.892 5.873 *** 静岡県
0.920 6.936 *** 愛知県
0.961 7.177 *** 三重県
0.896 6.732 *** 滋賀県
0.838 6.097 *** 京都府
0.896 6.183 *** 大阪府
0.791 5.900 *** 兵庫県
1.154 7.616 *** 奈良県
0.995 6.482 *** 和歌山県
0.909 6.791 *** 鳥取県
0.997 6.785 *** 島根県
0.802 6.184 *** 岡山県
0.999 6.445 *** 広島県
1.038 6.530 *** 山口県
0.902 5.989 *** 徳島県
0.891 6.392 *** 香川県
0.783 5.889 *** 愛媛県
0.862 6.783 *** 高知県
0.899 6.707 *** 福岡県
1.009 7.419 *** 佐賀県
0.850 6.236 *** 長崎県
1.012 6.889 *** 熊本県
1.171 7.486 *** 大分県
0.932 6.688 *** 宮崎県
1.092 7.208 *** 鹿児島県
1.284 10.511 *** 沖縄県
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２．ln(kokunenf)； 国民年金保険料
obs 1222
R2C 0.97
推計期間 1990-2015

2018年度推定結果
係数 t値

Constant 4.671 7.162 *** 北海道
3.889 6.324 *** 青森県
3.863 6.299 *** 岩手県
4.180 6.647 *** 宮城県
3.688 6.063 *** 秋田県
3.777 6.197 *** 山形県
4.043 6.476 *** 福島県
4.439 6.990 *** 茨城県
4.103 6.568 *** 栃木県
4.197 6.722 *** 群馬県
4.996 7.578 *** 埼玉県
4.906 7.489 *** 千葉県
5.528 8.181 *** 東京都
5.098 7.662 *** 神奈川県
4.209 6.696 *** 新潟県
3.576 5.880 *** 富山県
3.706 6.076 *** 石川県
3.376 5.630 *** 福井県
3.595 5.975 *** 山梨県
4.177 6.679 *** 長野県
4.220 6.750 *** 岐阜県
4.584 7.147 *** 静岡県
5.009 7.597 *** 愛知県
4.051 6.514 *** 三重県
3.715 6.049 *** 滋賀県
4.218 6.671 *** 京都府
5.014 7.538 *** 大阪府
4.675 7.172 *** 兵庫県
3.790 6.159 *** 奈良県
3.708 6.120 *** 和歌山県
3.065 5.186 *** 鳥取県
3.209 5.387 *** 島根県
3.848 6.178 *** 岡山県
4.214 6.649 *** 広島県
3.710 6.027 *** 山口県
3.298 5.502 *** 徳島県
3.486 5.758 *** 香川県
3.819 6.208 *** 愛媛県
3.338 5.580 *** 高知県
4.544 7.002 *** 福岡県
3.463 5.765 *** 佐賀県
3.786 6.155 *** 長崎県
4.060 6.541 *** 熊本県
3.479 5.704 *** 大分県
3.614 5.941 *** 宮崎県
3.792 6.127 *** 鹿児島県
3.520 5.741 *** 沖縄県

ln(kokunen
*p2064)

0.263 9.872 ***

３．dln(kyosaifl)； 共済組合（長期経理）保険料
obs 1175
R2C 0.48
推計期間 1991-2015

2018年度推定結果
係数 t値

dln(kyosaild) 0.690 38.521 ***




