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ベトナムにおけるヘルスショックに対する 
貧困家計の脆弱性

──所得ショックと消費平準化の観点から──

小此木悟*・齋藤勝宏**・Pham Tien Thanh***

要約：社会保障制度の整備が不十分な発展途上国において，世帯主などの働き手の健康状態の悪化が
貧しい家計に致命的な経済的影響を及ぼしうることを，これまで多くの事例研究は示してきた。本稿
は，ナショナルサーベイデータによる豊富なサンプルを用いることで，上記のような現象がベトナム
においても観察されることを計量経済学的に示した。
　分析の結果，貧困家計は，世帯員が健康状態の悪化を原因として仕事を休んでしまうことがあって
も，それによって所得に影響を受けるといったことはなかったが，世帯員が死亡してしまうような事
態に直面した場合，所得を減少させざるを得ないようであった。このようなヘルスショックの所得へ
の減少効果に対して，短期的に消費に影響があるといったことはなかった。しかしながら，貧困家計
は，それ以外の家計と比較して，より深刻なヘルスショックに対して脆弱であるということが明らか
になった。

キーワード：ヘルスショック，消費平準化，貧困，VHLSS

　Ⅰ．　は じ め に

　先進国のように社会保障制度が確立されていな
い発展途上国において，家計の直面する健康に由
来するリスクは，とりわけ貧困層においてとても
大きなものであると考えられる。黒崎（2009：189- 

190）の言葉を借りれば，「ちょっとした病気のと
きに，適切な医療知識に基づく診断・治療を受け
る機会が調査村には存在せず，近隣の町での医療
アクセスも非常に限られている。このため，子供
の病気は放置され，大人のけが・病気も深刻に
なって初めて対応せざるをえない。この結果，病
院に行くようなけがや病気は，常に家計の深刻な
貧窮化につながる。途上国の家計が直面する脆弱
性とは，このような現実の積み重ねなのである」
というのが，多くの途上国に散見される状況であ
る。

　そのようなリスクに対して，公的なセーフ
ティーネットの整備が不十分な場合，人々はイン
フォーマルな保険機能を活用することで対処して
いる場合もある。例えば親戚からのお金の受け取
りや借金，あるいは資産の売却等である。
　健康リスクの顕在化は，以下に記すような経路
を辿ることで，家計に影響を及ぼしうる。病気や
怪我によって，例えば一家の稼ぎ頭である世帯主
が働けなくなってしまった場合に，治療のための
医療費の増加や所得の減少などが家計にとって重
い負担としてのしかかってくることが考えられ
る。そういった負担の増大に対して，家計は何か
しらの対応策を用いることでその負担を緩和しよ
うとすることが考えられる。しかし，ヘルスショッ
クに伴う負担の増大をいつでも全て緩和しきるこ
とができるとは限らない。そのため，緩和しきる
ことの出来なかった負担によって医療費以外の家
計の消費が減少せざるをえない場合もあり，結果
として貧困状態に陥ってしまう家計が出てくる場
合もある。

  * 東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程
 ** 東京大学大学院農学生命科学研究科
*** Ton Duc Thang University
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　このような一連のメカニズムは，多くのケース
スタディによっても示されてきた。例えば，青木

（2005）は，カンボジアのスラム街において，両
親の健康状態の悪化や死亡のために学校に行くこ
との出来ない子供達の現状を報告している。また，
世界銀行によって出された『貧しい人々の声──
私たちの声が聞こえますか？』（ナラヤン，2002）

や『世界開発報告 2014 ──リスクと機会』（世界

銀行，2014）という報告書にも，健康状態の悪化
が貧しい家計にとっていかに深刻なリスクとなり
うるかが示されている。
　こういった実態が数多く報告されている一方
で，健康リスクの家計への影響を計量経済学的に
分析することは容易なことではない。というのも，
統計的に有意な影響を検出できるまでに十分大き
なサンプルサイズを入手することが，通常の
フィールドワーク調査では困難だからである。
　本研究の対象地域であるベトナムは，他の東南
アジアの発展途上国と同様に，近年急速な経済成
長を経験している。1998 年から 2008 年までの 10
年間で平均 6.5％の経済成長率を誇り，購買力平
価（PPP）で測った一人当たり GDP は 1998 年の
1,862 ドルから 2008 年の 3,922 ドルへと 2 倍以上
にまで成長している（World Bank，2015）。一方，
同じくベトナムを対象地域として，健康リスクの
家計所得や家計消費への影響を分析した研究は，
Wagstaff（2007）に限られる。また，この研究で
用いられたデータは 1993 年と 1998 年の二時点の
データであり，近年の著しい経済成長の影響が反
映されたものとはなっていない。
　上記のような背景の下，本論文では，比較的最
近のベトナムのナショナルサーベイのパネルデー
タを用いることで，世帯員の健康状態の悪化や死
亡が，家計の所得や消費にどのような影響を与え
ているかを明らかにする。とりわけ，健康リスク
による影響は，貧困世帯にとってより負担の大き
いものであるとの仮説の下に，ベトナムが定める
貧困ラインに従って，貧困家計とそれ以外の家計
とでは影響が異なっているかどうかも検証する。

　Ⅱ．　ヘルスショックの影響に関する既存研究

　本研究では，健康状態の悪化を家計にとっては
予期できない悪い出来事として捉えて，家計に
とっての外生的なショック（ヘルスショック）とし
て扱っている。
　外生的な所得ショックが生じた際に，家計消費
にどのような影響が起こりうるかを分析した先駆
的な研究として Townsend（1994）及び Ravallion 
& Chaudhuri（1997）がある。これらの研究は，「完
全なリスクシェアリング」と呼ばれるモデルを開
発することで，個々の家計に固有（idiosyncratic）

な所得の変動に対して，家計は，ある程度それに
よる消費への影響を緩和することができるもの
の，ショックの全てを緩和しきることはできない
ということを理論的に示している。
　この「完全なリスクシェアリング」のモデルを
利用して，ヘルスショックが生じた場合に家計所
得や家計消費にどのような影響があるかを分析し
た研究として Asfaw & Braun（2004）や Genoni

（2012）がある。Asfaw & Braun（2004）によれば，
エチオピアの農村において，世帯主の健康状態の
悪化がみられたとき，食料消費には影響がなかっ
たものの，食料以外の消費は減少するという影響
があった。Genoni（2012）によれば，インドネシ
アにおいて，身体能力の低下があった際，所得の
減少効果はあった一方，消費への影響はなかった。
　また，こういったヘルスショックによる影響は，
家計がどのような対処戦略を利用できるかという
ことによっても異なってくる。例えば，マイクロ
ファイナンスへのアクセシビリティを有する家計
は，そういった選択肢を持たない家計よりもヘル
スショックに伴う所得の減少をうまく緩和するこ
とができる（Getler ら， 2009；Islam & Maitra， 2012）。
あるいは，ショックに直面した時に，土地や家畜
といった売却可能な資産を有しているかどうかに
よっても，ショック影響を緩和することができる
ようになる （Jalan & Ravallion， 1999；Kurosaki， 2006；

黒崎，2011）。
　ヘルスショックの影響は，家計属性の違いに
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よっても異なる。Genoni（2012）は家計によって
病気に対する脆弱性は異なるとして，サンプル間
の異質性に目を向ける必要性を指摘している。実
際，ヘルスショックの所得の減少効果は，より教
育水準が低いほど大きなものであった。とりわ
け，家計の豊かさとショックに対する脆弱性の関
係性は強く，多くの研究でより貧しい家計ほど
ショックに対して脆弱であることが言及されてい
る（Jalan & Ravallion，1999；Kurosaki，2006；黒崎，

2011；Sparrow ら，2014）。しかしながら，これら
の研究では，資産水準やサンプル内の所得階層な
どが家計の豊かさの指標となっており，多くの
ケーススタディにおいて極度に貧しい人々のヘル
スショックに対する脆弱性の実態が指摘されてい
るのにも関わらず，そこに焦点を当てた研究は存
在していない。
　また，本研究の対象地域でもあるベトナムを対
象として行われた数少ない研究として，Wagstaff

（2007）があるが，この論文にはクロスセクショ
ン分析をしているという分析上の問題があり，ま
た分析に用いているデータも 1998 年と古い。さ
らに，Wagstaff（2007）では，都市・農村間のサ
ンプル別の比較は行っているが，所得水準の違い
によるヘルスショックの影響の差を分析してはい
ない。1998 年時点で 37.4％あったベトナムの貧
困者比率は，その後の高い経済成長の結果を反映
して，2008 年までの 10 年間でおよそ 3 分の 1 の
13.4％にまで減少している（GSO，2015）。ここ最
近の経済成長によって急速に貧困者比率は減少し
たものの，それでもなお人口の 1 割以上の人々が
貧困ライン以下の生活を送っている。
　以上のような背景の下，本論文では，Vietnam 
Household Living Standard Surveys の 2006 年と
2008 年のパネルデータを用いることで，Wagstaff

（2007）の分析上の問題点を解決しつつも，近年
経済成長著しいベトナムの最近の状況を，豊富な
サンプルの下で示すことを目的としている。また，
既存のケーススタディによって数多く指摘されつ
つも，既存研究では必ずしも十分に考慮されてこ
なかった「極度に貧しい家計」に焦点を当てるこ

とで，それ以外の家計とではヘルスショックによ
る影響に異なるメカニズムが存在していることも
明らかにする。

　Ⅲ．　分析手法とデータ

　⑴　分析手法
　本研究では，ベトナムにおいて，ヘルスショッ
クは家計所得や家計消費にどのような影響を及ぼ
すかを明らかにする。前節でも述べたように，
Wagstaff（2007）の分析ではクロスセクションデー
タを被説明変数として用いていたため，時間を通
じて一定な個々の家計に固有な要素がコントロー
ルされていなかった。そのため，ある時点におけ
る家計水準の差を生み出しているのが，ヘルス
ショックなのか，それとも個々の家計に固有の要
素の影響なのかを識別して分析することができて
いない。こういった問題に対して，通常はパネル
データを用いた 2 時点間以上の被説明変数の変化

（First Difference）を分析対象とすることで対処す
る場合が多い。本研究もこの手法に従うことに
よって，被説明変数の差分をとることで時間を通
じて不変な個々のサンプルに固有の影響を取り除
いた上で，所得や消費などの変化に対するヘルス
ショックの影響を検証する。
　以上を踏まえて，本研究では，黒崎（2011）お
よび Genoni（2012）の誘導型の実証モデルを参考
に，それらに修正を加えたモデルを使用する。
Genoni（2012）は，所得や消費といった被説明変
数の変化を，健康状態の悪化，家計属性，コミュ
ニティ固定効果ダミーによって回帰し，健康状態
の悪化の被説明変数への影響を分析した。黒崎

（2011）は，消費の変化を，村レベルの所得ショッ
ク（洪水・旱魃等）と家計レベルの所得ショック（ヘ

ルスショック）それぞれについて家計属性との交
差項を用いて回帰し，家計属性の違いによってコ
ミュニティレベル，家計レベルそれぞれの所得
ショックの影響がどう異なるのかを明らかにしよ
うとした。本研究では，これら二つの研究で用い
られた実証モデルを参考に，被説明変数の変化を，
ヘルスショック変数と貧困ステータスとの交差項
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を用いて回帰することで，「ヘルスショックを経
験する以前に家計が極度の貧困状態にあったかど
うかによって，ヘルスショックの家計への影響は
異なる」という仮説を検証する。具体的には，以
下のような実証モデルを特定化した。
　　∆ Ziv＝β0＋β1 Hivt＋β2（Hivt＊Povertyiv2006）
　　　　+β3 Povertyiv2006＋Xivt β4＋δv＋εiv　 ⑴　
　表記法はそれぞれ，∆ Ziv：村 v に所属する家計
i における被説明変数の変化1），Hivt：t 期におけ
るヘルスショック変数，Povertyiv2006：2006 年時
点（t-1 期）において貧困家計と認定されていた場
合には 1 の値をとるダミー変数2），Xivt：t 期にお
ける家計の属性ベクトル，δv：村固定効果ダミー

（Village Fixed Effect：VFE），εiv：攪乱項となって
いる。
　本研究では，貧困層とそれ以外の家計とではヘ
ルスショックの影響が異なるとの仮説の下に，ヘ
ルスショック変数（Hivt）と貧困ステータス

（Povertyiv2006）との交差項（Hivt×Povertyiv2006）を用
いている。⑴ 式におけるパラメータβ1 の解釈は，
家計がヘルスショックを経験する以前に貧困で
あったことも含めた他の変数をコントロールした
上で，ヘルスショックが生じた時に平均的に被説
明変数にどのような影響を与えるかを表してい
る。一方，ヘルスショック変数と貧困ステータス
との交差項のパラメータβ2 の解釈は，ヘルス
ショックを経験しかつその家計が 2006 年時点で
貧困であった時に被説明変数にどのような影響を
与えるかを表している。言い換えれば，ヘルス
ショックの家計への影響のうち，それ以前に家計
が貧困状態だったことによって説明できる部分を
示しており，β1 との関係でいうと，ヘルスショッ
クがあった家計のうち貧困層とそれ以外との間の
影響の差を表している。また，旱魃や洪水などの
農業ショックに代表されるような村落レベルで集
計的な所得ショックの家計への影響は，村固定効
果ダミー（δv）によってコントロールされている

（Ravallion and Chaudhuri，1997）。
　⑵　データと変数の定義
　本研究で用いたデータは，ベトナム統計局（GSO）

の Vietnam Household Living Standard Surveys
（VHLSS）の2006年と2008年の個票データである。
サンプルサイズはそれぞれ 9189 家計であるが，
VHLSS は毎年半分ずつサンプルを入れ替えて調
査しているので，9189 家計のうちパネル化する
ことのできたサンプルは 4127 家計であった。ま
た，推計に用いる変数で測定誤差と考えられる値
をとっていたサンプルを除外した結果3），最終的
に推計に用いたサンプルサイズは 4120 家計と
なった。
　推計に用いた変数の定義は表 1 にまとめたとお
りである。以下では，分析の主眼となる被説明変
数及びヘルスショック変数の定義について詳細に
記述することで，推計結果をどのように解釈する
ことができるかを述べる。
　被説明変数には，所得が 2 種類，消費が 4 種類
の計 6 種類の変数を用いている4）。所得を表す変
数には，勤労所得と総所得を用いた。前者は労働
の対価としての所得で，後者は送金や資産の売却
等を含んだ「その期の消費に用いることができ
る」という意味での可処分所得の総額である。勤
労所得と総所得をそれぞれ被説明変数としたとき
の ⑴ 式における β1 及び β2 の結果を比較すること
で，ヘルスショックは労働供給の減少に伴う所得
の減少を生じさせているかどうか，またそのよう
な所得の減少に対して家計は対処手段を用いてい
るかどうかを明らかにすることができる。具体的
には，例えば勤労所得を被説明変数とした時に，
β1 が有意に負の結果だった一方，総所得を被説
明変数とした時には β1 が有意な結果ではなかっ
たとする。このような推計結果だった場合，ヘル
スショックによって労働から得られる所得は減少
してしまっている一方，総所得自体には，ヘルス
ショックの影響はなかったという結果になり，そ
の 2 つを埋める何かが存在するという意味で，事
後的な対処手段の存在を実証したことになる。
　消費に関する変数は，総支出，医療費，食費，
医療費を除いた非食料費の 4 種類の定義を用い
た。例えば，ヘルスショックによって医療費は増
大した一方，所得は不変であったとする。この場
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合，医療費以外の何かしらの消費を減少させるこ
とで医療費の負担増を賄わなければならない。も
しそれが食費だった場合，人的資本の減耗につな
がりうる。ヘルスショックに伴う医療費の増加を
健康悪化による効用の減少の代理変数としてみな
すことができると仮定すると，食費の減少と相
まって2重に効用が減少したことになる。しかし，
もし総支出のみで効用を測ろうとした場合，上記
のようなケースでは，ヘルスショックは消費に影
響を与えず，結果として効用にも変化がないとい
う誤ったインプリケーションを導きかねない。し
たがって，消費の推計を行う場合には，総支出そ
のものよりも各項目の推計結果の方が重要な意味
を持つ。
　ヘルスショック変数の定義には，次の 2 種類の
定義を用いた。1 つは，「生産年齢（15 歳以上，61

歳未満）の世帯員のうち，2 つの調査（VHLSS 2006

とVHLSS 2008）の間に死亡した人がいたかどうか」
を表す世帯員死亡ヘルスショック変数（HS1）で
ある。もしその家計に死亡者が一人でもいた場合
には，1 の値をとるダミー変数となっている。2
つめは，「過去 12 ヶ月の間に，病気や怪我などを
理由として，仕事や学校などを合計で 7 日間以上
休まなければならなかったかどうか」を表す仕事
休養ヘルスショック変数（HS2）である。そのよ
うな状況を経験した世帯員が一人でも家計に存在
した場合には，1 の値をとるダミー変数となって
いる。これら 2 種類の定義を用いた理由は，ヘル
スショックの深刻度によって家計への影響が異な
るとの仮説による。前者が恒久的な労働力の喪失
という意味で深刻なヘルスショック，後者が一時
的な労働力の喪失という意味で軽度なヘルス
ショックと捉えることで，上記のような仮説を検
証する。

表 1　回帰分析に用いた変数の定義
変数名 定義

被説明変数
　所得
　　勤労所得 賃金所得，農業所得，非農業の自営業所得の和の一人当たり実質値。
　　総所得 勤労所得に，非世帯員からの送金や各種社会保険給付，資産の売却や借金等のデータ上「その他の所得」

に分類される収入を加えたものの一人当たり実質値。
　消費
　　食費 過去 12 ヶ月における食費合計の一人当たり実質値。
　　非食料費 医療費を除いた食費以外の支出の過去 12 ヶ月における合計の一人当たり実質値。
　　医療費 過去 12 ヶ月における，外来診療費，入院費等の健康保険給付額を除いたネットの支出額に市販薬や補聴

器等の医療補助器具の購入額，健康保険の保険料等を加えた合計の一人当たり実質値。
　　総支出 上記 3 つの合計の一人当たり実質値。
説明変数
　ヘルスショック変数
　　HS1 生産年齢（15 歳以上，61 歳未満）の世帯員のうち，2006 年の調査後から 2008 年の調査までの間に死亡

者がいた場合に 1 をとるダミー。
　　HS2 生産年齢（15 歳以上，61 歳未満）の世帯員のうち，2008 年の調査時点で，過去 12 ヶ月の間に病気や怪

我を理由として仕事や学校を 1 週間以上休まなければならなかった人がいた場合には 1 をとるダミー。
　家計属性
　　Poverty 2006 ベトナム政府の認定した貧困ラインで，2006 年時点で貧困ライン以下の生活水準だった場合には 1 をと

るダミー。
　　世帯員数 2008 年時点における世帯員数。
　　従属人口比率 2008 年時点における世帯員に占める従属人口（15 歳未満または 61 歳以上）の比率。
　　世帯主の性別 2008 年時点における女性世帯主ダミー。
　　世帯主の年齢 2008 年時点における世帯主の年齢。
　　識字能力 2008 年時点における世帯主の非識字ダミー。
　　世帯主の学歴 2008 年時点における世帯主の最終学歴を表したダミー。学歴はそれぞれ学位無し（小学校未満），小学校

卒業，中学校卒業，高校卒業，短大・大卒以上の 5 種類がある。それに加えて，職業訓練校ダミーも別途
加えてある。

　　都市ダミー 2008 年時点における都市居住ダミー。
　　地域ダミー 2008 年時点における 7 種類の地域別居住ダミー。地域はそれぞれ紅河デルタ地域，北部山間地域，中北

部沿岸地域，中南部沿岸地域，中部高原地域，南東部，メコンデルタ地域の 7 種類。
　村固定効果 家計 i が所属する村 v を示すダミー。
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　⑶　記述統計分析
　推計に用いた変数の記述統計は，表 2 に示した。
左側からフルサンプル，貧困サンプル，非貧困サ
ンプルそれぞれのサンプルにおける平均と標準偏
差となっている。貧困サンプルと非貧困サンプル
の定義は以下の通りである。⑴ 式における貧困ス
テータス変数（Povertyiv2006）で 1 の値をとる家計
を貧困サンプルに，0 の値をとる家計を非貧困サ
ンプルに振り分けている。すなわち，2006 年時
点で，ベトナム政府の定める貧困ラインに従って，
貧困家計と認定された家計のみによって構成され

たサンプルが貧困サンプル，認定されなかった家
計によって構成されているのが非貧困サンプルで
ある。
　表 2 を見ると，所得は全体として伸びており，
貧困層においても非貧困層においても伸びている
が，伸び率は貧困層の方が小さい。消費に関して
も全体的に伸びており，貧困層も非貧困層も医療
費以外の非食料費の伸びの方が食費よりも伸びが
大きいが，伸び率をみると食費に関しては貧困層
の方が大きく，医療費以外の非食料費に関しては
非貧困層の方が大きい。医療費に関してはサンプ

表 2　回帰分析に用いた変数の記述統計

変数名
フルサンプル 貧困サンプル（注 2） 非貧困サンプル（注2）

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

被説明変数の変化（ΔZiv）
所得
　勤労所得（welfare ratio） 0.178 0.651 0.143 0.564 0.184 0.665
　総所得（welfare ratio） 0.198 0.574 0.152 0.551 0.206 0.578
消費
　食費（welfare ratio） 0.203 0.386 0.229 0.363 0.199 0.389
　非食料費（welfare ratio） 0.349 0.594 0.293 0.608 0.358 0.592
　医療費のシェア（注 1） 0.056 0.087 0.058 0.089 0.056 0.087
　総支出（welfare ratio） 0.270 0.421 0.259 0.396 0.272 0.425
説明変数
ヘルスショック変数
　HS1（%） 0.016 0.125 0.020 0.141 0.015 0.122
　HS2（%） 0.284 0.451 0.372 0.484 0.270 0.444
家計属性
　Poverty 2006（%） 0.144 0.351 1 0 0 0
　世帯員数 4.18 1.674 4.26 1.944 4.16 1.624
　従属人口比率（%） 0.331 0.276 0.408 0.283 0.319 0.273
　世帯主の性別（女性＝1；%） 0.256 0.436 0.292 0.455 0.250 0.433
　世帯主の年齢 50.3 13.184 48.8 14.472 50.6 12.940
　識字能力ダミー（非識字＝1；%） 0.084 0.277 0.211 0.408 0.063 0.242
　世帯主の最終学歴（%）
　　学位なし（小学校未満） 0.263 0.441 0.478 0.500 0.227 0.419
　　小学校 0.266 0.442 0.282 0.450 0.264 0.441
　　中学校 0.291 0.454 0.220 0.414 0.303 0.460
　　高校 0.133 0.340 0.020 0.141 0.152 0.359
　　大学・短大以上 0.045 0.208 0 0 0.053 0.224
　　職業専門学校 0.112 0.316 0.015 0.122 0.128 0.335
　都市居住（都市居住者＝1；%） 0.248 0.432 0.103 0.304 0.273 0.445
　居住地域（%）
　　紅河デルタ地域 0.213 0.409 0.122 0.327 0.228 0.420
　　北部山間地域 0.185 0.388 0.289 0.454 0.167 0.373
　　北中部沿岸地域 0.112 0.315 0.174 0.379 0.101 0.302
　　中南部沿岸地域 0.091 0.288 0.095 0.293 0.091 0.287
　　中部高原 0.062 0.242 0.096 0.295 0.057 0.231
　　南東部 0.127 0.333 0.073 0.260 0.136 0.343
　　メコンデルタ地域 0.210 0.407 0.152 0.359 0.219 0.414

サンプルサイズ 4120 592 3528

（出所）筆者作成。
（注 1）医療費に関しては，変化指数（ΔZiv）ではなく 2008 年時点の総支出に占める医療費のシェア。単位は %。
（注 2）貧困サンプルは，Poverty 2006＝1 となるサンプル，非貧困サンプルは，Poverty 2006＝0 となるサンプル。
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ルの種類に関係なく総支出の 5％ほどを占めてい
る。
　ヘルスショック変数に関しては，生産年齢の世
帯員の死亡（HS1）を経験した家計は全体の 1.6％
で，サンプル別では貧困サンプルで 2％，非貧困
サンプルで 1.5％だった。病気や怪我を原因とし
て，仕事を 7 日間以上休まなければならなかった
生産年齢の世帯員がいた（HS2）家計はサンプル
全体で 28.4％あった。サンプル別では，貧困サン
プルでは HS2 を経験した家計は 37.2％，非貧困
サンプルでは 27％あった。これらの結果をみる
と，貧困層においてより多くヘルスショックが発
生しているようである。
　家計属性に関しては，サンプルの中で 2006 年
時点にベトナム政府の貧困ラインで貧困認定され
た家計は全体の 14.4％であった。世帯員数の平均
は 4 人程度で貧困層も非貧困層もあまり差がない
一方，従属人口比率は貧困層が 40.8％，非貧困層
が 31.9％と貧困層の方が大きかった。世帯主が女
性の家計は全体の 25％ほどで，貧困層では若干
多かった（29.2％）。世帯主の年齢の平均は 50 歳
前後であった。世帯主の識字能力がない家計は，
全体で 8.4％だった一方，貧困サンプルでは 21.1 
％，非貧困サンプルでは 6.3％と，圧倒的に貧困
サンプルの方がその割合が大きかった。世帯主の
最終学歴に関しては，貧困層ではサンプルの半分
近く（47.8％）の家計で世帯主が小学校すら卒業
しておらず，中学校卒業までの学歴で 98％を占
めていた。また大学・短大以上の高等教育を受け
た世帯主がいた家計は一つも存在しなかった。一
方，非貧困サンプルでは，世帯主が小学校を出て
いない家計も 20％少しいたものの，高卒の世帯
主も 15.2％おり，また大卒・短大卒以上の学歴を
もった世帯主の家計も 5.3％いた。
　都市に住んでいる家計は全体のおよそ 4 分の 1

（24.8％）で，圧倒的に農村居住者の方が多く，そ
れは貧困層においてより顕著だった（10.3％）。サ
ンプルの居住地域に関しては，貧困サンプルでは
北部山間地域や北中部沿岸地域，中部高原などの
比較的貧しいとされる地域に住む人々が多く，一

方の非貧困サンプルでは首都のハノイを含む紅河
デルタ地域，南ベトナムの旧首都であったホーチ
ミン（旧サイゴン）を含む南東部に住む家計が貧
困層よりも多かった。

　Ⅳ．　推 計 結 果

　⑴　所得への影響
　家計がヘルスショックに直面したときに，家計
所得にどのような影響があるかを示したのが表 3
である。まず勤労所得に関して，世帯員の死亡

（HS1）の効果では，HS1 の単独のパラメータ（β1）

は統計的に有意な結果ではなかった。その一方，
貧困ステータス（Poverty 2006）との交差項（β2）

は有意に負の影響を持つという結果だった。した
がって，働き手と考えられる生産年齢の世帯員が
亡くなってしまった場合，非貧困層の家計では勤
労所得に影響が出ない一方，貧困層に属していた
家計では，勤労所得の減少を経験していたことに
なる。また，β2 の値も－0.4015と大きいことから，
世帯員死亡ヘルスショックを経験した貧困家計
は，2006 年と 2008 年の二時点間における勤労所
得の平均の 40％程度にあたる所得の減少に見舞
われたことになる。
　次に世帯員の仕事の休養（HS2）の結果に関して，
β1 は有意に負の影響を持つ一方，β2 は有意に正
の影響を持つという結果だった。β1 ＝－0.1051
なので，仕事休養ヘルスショックを経験した家計
は，しなかった家計と比べて二時点間の平均総所
得の1割程度の所得減少に見舞われている。一方，
β2 は，β1 とは逆に正に有意であることから，病
気や怪我を原因として世帯員が仕事を休まざるを
得なくなった場合，非貧困層では勤労所得の減少
が生じている一方，貧困層ではそういったことは
生じていない5）。
　総所得に関しては，HS1 と HS2，いずれのヘ
ルスショック変数の結果を見ても有意な結果はな
かった。勤労所得に対する推計結果において，貧
困層では HS1 が，非貧困層では HS2 が有意に負
の影響を持っていたことと合わせて考えると，ヘ
ルスショックの結果，家計は確かに労働から得ら
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表 3　ヘルスショックによる家計所得への影響
被説明変数の変化（ΔZiv）

説明変数 勤労所得 総所得

VFE VFE VFE VFE

ヘルスショック
　HS1：世帯員の死亡（β1） 0.0187 0.0327

［0.1104］ ［0.1057］
　HS1×poverty2006（β2） －0.4015* 0.0245

［0.2098］ ［0.2259］
　HS2：世帯員の休養（β1） －0.1051*** 0.0101

［0.0305］ ［0.0284］
　HS2×poverty2006（β2） 0.1904*** 0.0316

［0.0674］ ［0.0635］
　Poverty 2006（β3） 0.0054 －0.0647 －0.0232 －0.0352

［0.0384］ ［0.0471］ ［0.0358］ ［0.0439］
家計属性（β4）
　世帯員数 0.0145* 0.0152* －0.0273*** －0.0277***

［0.0081］ ［0.0081］ ［0.0072］ ［0.0072］
　従属人口比率 －0.0023*** －0.0026*** －0.0012*** －0.0012***

［0.0005］ ［0.0005］ ［0.0004］ ［0.0005］
　世帯主の性別（女性＝1） －0.0383 －0.0431 －0.028 －0.0274

［0.0365］ ［0.0364］ ［0.0295］ ［0.0294］
　世帯主の年齢 －0.0051*** －0.0052*** －0.0024** －0.0024**

［0.0011］ ［0.0011］ ［0.0010］ ［0.0010］
　識字能力（非識字＝1） －0.0145 －0.0156 －0.0264 －0.0262

［0.0550］ ［0.0547］ ［0.0475］ ［0.0475］
　世帯主の学歴（小学校卒業がベース）
　　学位なし 0.0273 0.0343 0.0057 0.0058

［0.0372］ ［0.0370］ ［0.0353］ ［0.0353］
　　中学校 0.0424 0.0431 0.026 0.0263

［0.0347］ ［0.0346］ ［0.0317］ ［0.0317］
　　高校 0.0601 0.0567 0.0272 0.0279

［0.0465］ ［0.0465］ ［0.0436］ ［0.0436］
　　大学・短大以上 0.0679 0.0587 0.1066 0.1074*

［0.0696］ ［0.0697］ ［0.0650］ ［0.0650］
　　職業訓練学校 －0.0208 －0.0241 0.0408 0.0413

［0.0458］ ［0.0457］ ［0.0435］ ［0.0435］
　都市ダミー 0.3342 0.3881 0.3118 0.3169

［0.6131］ ［0.6245］ ［0.6703］ ［0.6664］
　地域ダミー（紅河デルタ地域がベース）
　　北部山間地域 －1.5935* －1.5020* －0.6617 －0.6748

［0.8608］ ［0.8849］ ［0.7055］ ［0.7024］
　　中北部沿岸地域 －0.7456 －0.6888 0.2098 0.2149

［0.8843］ ［0.8958］ ［0.7074］ ［0.7042］
　　中南部沿岸地域 －1.031 －1.0011 0.0425 0.0193

［0.8692］ ［0.8830］ ［0.7181］ ［0.7153］
　　中部高原 －0.6376 －0.5456 －0.4304 －0.4162

［0.8950］ ［0.9058］ ［0.7128］ ［0.7098］
　　南東部 －0.5386 －0.4831 －0.3152 －0.3098

［1.5401］ ［1.5505］ ［1.0991］ ［1.0974］
　　メコンデルタ地域 －1.4392* －1.4092* －0.3825 －0.3848

［0.7911］ ［0.8070］ ［0.6135］ ［0.6129］
Constant 1.4353* 1.3961 0.4265 0.4196

［0.8575］ ［0.8709］ ［0.7080］ ［0.7045］

サンプルサイズ 4120 4120 4120 4120
R-squared 0.4229 0.425 0.4207 0.4208
F 統計量 1.23*** 1.24*** 1.22*** 1.22***

（注）推計には OLS を用いた。［ ］内は標準誤差。標準誤差には White の頑健な標準誤差を使用。
*，**，*** はそれぞれ，10%，5%，1% 水準で有意であることを示す。村固定効果（VFE）の係数
は省略。
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れる所得を減少させざるを得ないが，一方で何か
しらの対処戦略を用いることで，その影響を緩和
させていた。
　その他のコントロール変数に関しては，どの推
計結果に関しても貧困ステータスのパラメータ 

（β3）は有意ではなかった。したがって，貧困層
と非貧困層で所得の伸びに差が生じているという
ことはなかった。勤労所得では世帯員数が増える
ほど所得の伸びも大きくなる一方，総所得では減
少傾向にあった。従属人口比率に関しては，勤労
所得も総所得も，従属人口の増加に対して減少し
ていく傾向にあった。世帯主の性別の差によって
所得の伸びに差は生じていなかったが，高齢にな
るにつれてその伸びは小さくなっていく。学歴の
差による所得の伸び率にも差はなかった。ベトナ
ムで比較的貧しい地域とされる北部山間地域に住
む家計は，首都ハノイを内包する比較的豊かとさ
れる紅河デルタ地域に住む家計と比較して大きく
所得の伸び率が小さい。
　以上の結果から，貧困家計は恒久的な労働力の
喪失に対してより脆弱である一方，一時的な労働
力の喪失にはあまり影響を受けていないことが示
された。所得ショックに対する事後的な対処戦略
としてとりうる手段に制約がある場合には，家計
は事前にローリスク・ローリターンな生計手段を
とることで，所得ショックのリスクに対して事前
に対処している可能性があることは古くから指摘
されているが（Morduch，1995），そういった状況
がこの結果に表れていると解釈できる。
　⑵　消費への影響
　表 4 と表 5 は，消費に対する回帰分析の結果を
示している。総支出の列に従うと，HS1 に関し
ては，β1 は有意に正の影響を持つことを示して
いる。一方，β2 の結果は有意なものではなかった。
HS2 に関しては，β1 についても β2 についても総
支出に対して統計的に有意な結果ではなかった。
また，貧困ステータスのパラメータ（β3）は有意
ではなかった。
　次に，食費に関しては，どのヘルスショック変
数の定義を用いても β1，β2，β3 のうち一つとし

て有意なものはなかった。したがって，ヘルス
ショックがあっても食費の伸びには変化がなく，
貧困層と非貧困層との間であっても食費の伸びに
特徴的な違いは存在しない。所得の推計結果より，
対処戦略によって家計の総所得に変化がないとい
うことが示されたが，表 4 の結果から食料消費に
関しても変化がなく，ヘルスショックによる勤労
所得の減少に対して家計は消費の平準化を達成で
きているといえる。
　一方，医療費以外の非食料費に関しては，HS2
の β1 で有意な結果はなかったが，HS1 の β1 では
有意に正の効果を持つという結果だった。これは，
一つには，被説明変数の定義に一人当たりの値を
用いているので，家賃等の固定的な生活費用の一
人当たりのウェイトが，世帯員が亡くなることで
変わってしまった結果であると解釈できる。ある
いは，家族の死亡に伴う葬儀費用の発生によるも
のとも解釈できる。また，HS2 の β2 が有意に正
に効いている。したがって，仕事休養ヘルスショッ
クを経験した貧困家計は，医療費以外の非食料費
を増加させていることになる。いずれにせよ，負
の値をとるヘルスショック変数のパラメータは存
在していないため，医療費以外の非食料費に関し
てもヘルスショックによって消費が減少すると
いったことはない。
　その他のコントロール変数に関しては，概ね所
得の推計結果と似たような結果であった。世帯員
数，従属人口比率，世帯主の年齢に関して有意に
負に効いていたので，これらの変数が増加するほ
ど一人当たりの消費の伸びは小さいものとなる。
また，定数項が全て有意に正に効いていたことか
ら，所得の結果よりも強く近年の経済成長の恩恵
が家計レベルにトリックルダウンしている様子が
観察できる。しかしながら，この結果は，金額上
のものなので，単純に消費量を増やしたのか，あ
るいは同じ財のより品質の高いものにシフトした
結果なのかという識別まではできない。
　これらの結果から，食費に関しても医療費以外
の非食料費に関しても，負の値をとるヘルス
ショック変数のパラメータは存在しなかったた
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表 4　ヘルスショックによる家計消費への影響
被説明変数の変化（ΔZiv）

説明変数 総支出 食費 医療費以外の非食料費

VFE VFE VFE VFE VFE VFE

ヘルスショック
　HS1：世帯員の死亡（β1） 0.1670** －0.0597 0.3048***

［0.0760］ ［0.0709］ ［0.0995］
　HS1×poverty2006（β2） －0.066 －0.1012 0.1313

［0.1653］ ［0.1225］ ［0.2626］
　HS2：世帯員の休養（β1） 0.0145 －0.0045 0.0181

［0.0203］ ［0.0178］ ［0.0290］
　HS2×poverty2006（β2） 0.0336 0.0106 0.1135*

［0.0439］ ［0.0390］ ［0.0642］
　Poverty 2006（β3） 0.0085 －0.0069 0.0238 0.0191 －0.0055 －0.0483

［0.0257］ ［0.0312］ ［0.0224］ ［0.0273］ ［0.0373］ ［0.0446］
家計属性（β4）
　世帯員数 －0.0316*** －0.0320*** －0.0260*** －0.0259*** －0.0322*** －0.0332***

［0.0052］ ［0.0052］ ［0.0046］ ［0.0046］ ［0.0075］ ［0.0075］
　従属人口比率 －0.0011*** －0.0011*** －0.0006** －0.0006** －0.0015*** －0.0014***

［0.0003］ ［0.0003］ ［0.0003］ ［0.0003］ ［0.0004］ ［0.0004］
　世帯主の性別（女性＝1） －0.0076 －0.0053 －0.0168 －0.0183 0.0007 0.0057

［0.0200］ ［0.0200］ ［0.0175］ ［0.0175］ ［0.0285］ ［0.0285］
　世帯主の年齢 －0.0015** －0.0015** －0.0009 －0.0009 －0.0019* －0.0019*

［0.0007］ ［0.0007］ ［0.0006］ ［0.0006］ ［0.0010］ ［0.0010］
　識字能力（非識字＝1） －0.0115 －0.0107 －0.0034 －0.0038 －0.0562 －0.0547

［0.0354］ ［0.0353］ ［0.0290］ ［0.0289］ ［0.0528］ ［0.0528］
　世帯主の学歴（小学校卒業がベース）
　　学位なし －0.0231 －0.023 －0.0323 －0.031 －0.005 －0.0056

［0.0251］ ［0.0251］ ［0.0220］ ［0.0220］ ［0.0357］ ［0.0357］
　　中学校 －0.0068 －0.0064 －0.0111 －0.0106 0.0089 0.009

［0.0211］ ［0.0211］ ［0.0186］ ［0.0186］ ［0.0315］ ［0.0315］
　　高校 －0.0398 －0.038 －0.0327 －0.0329 －0.0422 －0.0398

［0.0292］ ［0.0292］ ［0.0271］ ［0.0271］ ［0.0415］ ［0.0416］
　　大学・短大以上 0.0468 0.047 －0.0251 －0.0249 0.1050* 0.1043*

［0.0409］ ［0.0409］ ［0.0374］ ［0.0375］ ［0.0577］ ［0.0576］
　　職業訓練学校 0.0233 0.0229 －0.0083 －0.008 0.0413 0.0407

［0.0280］ ［0.0281］ ［0.0255］ ［0.0256］ ［0.0392］ ［0.0393］
　都市ダミー －0.2727 －0.2676 －0.4284 －0.4259 －0.7803 －0.7587

［0.6004］ ［0.5944］ ［0.4775］ ［0.4780］ ［0.6466］ ［0.6380］
　地域ダミー（紅河デルタ地域がベース）
　　北部山間地域 －0.6524 －0.6674 －0.6394 －0.6365 －1.4429** －1.4680**

［0.6426］ ［0.6405］ ［0.5786］ ［0.5809］ ［0.6484］ ［0.6394］
　　中北部沿岸地域 －0.4885 －0.4821 －0.3322 －0.3305 －1.5167* －1.4921*

［0.6082］ ［0.6027］ ［0.5566］ ［0.5572］ ［0.8726］ ［0.8671］
　　中南部沿岸地域 －0.5819 －0.6066 －0.5416 －0.5422 －1.4929** －1.5536**

［0.6189］ ［0.6139］ ［0.5212］ ［0.5221］ ［0.6498］ ［0.6415］
　　中部高原 －0.7673 －0.7501 －0.4967 －0.492 －1.6020* －1.5485*

［0.7479］ ［0.7412］ ［0.5143］ ［0.5146］ ［0.9480］ ［0.9338］
　　南東部 －0.8761 －0.8696 －0.589 －0.5872 －2.0774*** －2.0525***

［0.6172］ ［0.6118］ ［0.5131］ ［0.5135］ ［0.6511］ ［0.6428］
　　メコンデルタ地域 －0.4096 －0.4115 －0.5703 －0.57 －0.3751 －0.3755

［0.5310］ ［0.5291］ ［0.4248］ ［0.4254］ ［0.5926］ ［0.5894］
Constant 1.0081* 0.9993* 0.9138* 0.9125* 1.8410*** 1.8138***

［0.6058］ ［0.6001］ ［0.4909］ ［0.4913］ ［0.6510］ ［0.6425］

サンプルサイズ 4120 4120 4120 4120 4120 4120
R-squared 0.5008 0.4999 0.5241 0.5237 0.4816 0.4797
F 統計量 1.69*** 1.68*** 1.85*** 1.85*** 1.56*** 1.55***

（注） 推計には OLS を用いた。［ ］内は標準誤差。標準誤差には White の頑健な標準誤差を使用。*，**，*** はそれぞれ，10%，5%，1% 水準
で有意であることを示す。村固定効果（VFE）の係数は省略。
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表 5　ヘルスショックによる医療費への影響
被説明変数（Ziv2008）

説明変数 医療費のシェア

VFE VFE

ヘルスショック
　HS1：世帯員の死亡（β1） 0.0066

［0.0129］
　HS1×poverty2006（β2） －0.0151

［0.0222］
　HS2：世帯員の休養（β1） 0.0500***

［0.0046］
　HS2×poverty2006（β2） －0.006

［0.0105］
　Poverty 2006（β3） 0.0044 0.0034

［0.0060］ ［0.0061］
家計属性（β4）
　世帯員数 －0.0018 －0.0026**

［0.0011］ ［0.0011］
　従属人口比率 0.0002*** 0.0004***

［0.0001］ ［0.0001］
　世帯主の性別（女性＝1） －0.0035 －0.0025

［0.0046］ ［0.0044］
　世帯主の年齢 0.0006*** 0.0006***

［0.0001］ ［0.0001］
　識字能力（非識字＝1） 0.0011 0.0016

［0.0068］ ［0.0068］
　世帯主の学歴（小学校卒業がベース）
　　学位なし －0.0081 －0.0085

［0.0053］ ［0.0052］
　　中学校 －0.0068 －0.0057

［0.0048］ ［0.0046］
　　高校 －0.0045 －0.0019

［0.0071］ ［0.0069］
　　大学・短大以上 －0.0163 －0.0116

［0.0101］ ［0.0098］
　　職業訓練学校 0.0022 0.0043

［0.0065］ ［0.0062］
　都市ダミー －0.0812 －0.0898

［0.0845］ ［0.0866］
　地域ダミー（紅河デルタ地域がベース）
　　北部山間地域 0.0501 －0.0008

［0.0850］ ［0.0874］
　　中北部沿岸地域 －0.0959 －0.1064

［0.0860］ ［0.0892］
　　中南部沿岸地域 －0.0628 －0.1111

［0.0861］ ［0.0883］
　　中部高原 －0.0294 －0.0338

［0.0920］ ［0.0939］
　　南東部 0.099 0.0895

［0.1394］ ［0.1423］
　　メコンデルタ地域 0.054 0.0397*

［0.0357］ ［0.0224］
Constant 0.0544 0.0557

［0.0855］ ［0.0879］

サンプルサイズ 4120 4120
R-squared 0.4331 0.4659
F 統計量 1.28*** 1.47***

（注） 推計には OLS を用いた。［ ］内は標準誤差。標準誤差には White の頑健な標準
誤差を使用。*，**，*** はそれぞれ，10%，5%，1% 水準で有意であることを示す。

　　 村固定効果（VFE）の係数は省略。
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め，ヘルスショックによって消費を減少させてい
るといった状況は観察されず，勤労所得の減少に
対して対処戦略を活用することで消費平準化を達
成している状況が見てとれた。
　表 5 の医療費のシェアの推計結果によると，
HS1 の β1 は有意ではない一方，HS2 のβ1 は有意
に正の効果を持つという結果であった。また，ど
ちらのケースに関しても β2 は有意ではなかった
ため，ヘルスショックの医療費への影響に貧困家
計とそれ以外の家計とで大きな違いはないようで
ある。パラメータの値から，ヘルスショックが
あった家計は，それがなかった家計よりも平均し
て 5％ほど総支出に占める医療費のシェアを増加
させており，ヘルスショックは確かに家計に医療
費の負担を増加させていた。

　Ⅴ．　結　　　論

　本論文では，「社会保障制度が十分に整備され
ていない発展途上国では，健康に由来するリスク
は家計にとって大きな脅威となっており，またそ
の影響は貧困層であるほど大きい」という仮説の
下，ベトナムのナショナルサーベイのデータを用
いて，ヘルスショックが家計にどのような影響を
与えており，またその影響は貧しい家計とそれ以
外の家計とでは異なるのかどうかを明らかにしよ
うとした。 
　推計の結果，ヘルスショックの種類によって家
計への影響が異なることに加えて，貧困層とそれ
以外の家計とでも影響が異なることが示された6）。
貧困層は世帯員の死亡によって，非貧困層は世帯
員の仕事の休養によって，勤労所得に負の影響が
あるという傾向が見られた。これらの結果は，貧

困家計は軽度なヘルスショックに対して何かしら
の手段によって耐性を持つ一方，より深刻なヘル
スショックには脆弱であるという状況を示してい
るといえる。しかし，このようなヘルスショック
にともなう勤労所得の減少に対して，総所得では
ヘルスショックによる変化は見られなかった。こ
のことから，ショックに際して，家計は何かしら
の対処戦略をとっているという結果も示された。
　所得に関しては，貧困状態の違いによってヘル
スショックの影響に差がある一方，消費に関して
は，それほど明確な差は存在していなかった。貧
困層も非貧困層もヘルスショックによって食料消
費が減少するといったようなことはなく，一方で
医療費の負担は増大しているといった傾向が，共
通して見られた。また，どちらの所得階層におい
ても，世帯員休養ヘルスショックを経験した場合，
医療費の総支出に占めるシェアが 5％ほど増加さ
せていた。
　以上より，ベトナムにおいてヘルスショックに
よる勤労所得への負の影響は，何かしらの対処手
段によって緩和されている状況が示されたが，こ
の結果に対する解釈には注意が必要である。貧困
家計は恒久的な労働力の喪失と考えられる世帯員
の死亡によって勤労所得を減少させていた。この
所得の減少に対して，親戚等からの援助や借金に
よって一時的にショックの影響を緩和させること
ができる可能性はある。しかし，恒久的な労働投
入の減少を一時的な対処手段によって緩和しきる
ことには限界があると考えられる。したがって，
本研究ではデータの制約上分析することができな
かったが，より深刻なヘルスショックによる長期
的な影響を分析することが今後求められる。

　　注

1）　ただし，医療費以外の変数については単純な差分
をとるのではなく，次のような定義を用いることで

変化を指数化した。∆ Ziv＝
Ziv2008－Ziv2006                  

Z－
。Z － は 2 時

点間の平均を表している。また，医療費に関しては
2 時点間の変化ではなく，t 期における総支出に占

める医療支出のシェアを被説明変数として用いた。
2）　ここでの貧困の認定は，ベトナム統計局の認定に

従う。ベトナム統計局の認定は，政府の定めた貧困
ラインを下回る家計を貧困世帯としている。ベトナ
ム政府の定めている貧困ラインは，2006 年の水準
で，農村部では月収一人当たり 20 万ドン，都市部で
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は月収一人当たり 26 万ドンであった（GSO，2009）。
3）　具体的には，仕事を休んだ日数等で絶対に負の値

をとらないような変数で負の値をとっていた。
4）　これらの被説明変数には，全て一人当たり実質値

を用いている。
5）　実際，β1＋β2＝0 の帰無仮説の下で F 検定を行っ

たところ，F（1, 2583）の分布の下で F 統計量は 1.99
（p 値は 0.1589）となり，帰無仮説を棄却できなかっ
た。したがって，ヘルスショックを経験した貧困家
計の方が所得の伸びが大きい（β2＞－β1）といった
こともなかった。

6）　表 3～5 までの推計結果について，貧困サンプル・
非貧困サンプル別の推計も行ったが，ほとんど同じ
結果だった。また，ヘルスショック変数の対象を生
産年齢から世帯主に変えた推計も行ったが，これも
結果が大きく異なるということはなかった。しかし
ながら，世帯員死亡ヘルスショックの対象を男女別
で分けてみた場合には，男性の場合についてのみ有
意な結果となっていた。したがって，世帯員死亡ヘ
ルスショックの所得への影響は，主に男性世帯員の
死亡の影響であった。
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The Economic Consequences of Health Shocks and the Vulnerability of the  
Poor : Evidence from Vietnam Household Living Standard Surveys

Satoru OKONOGI (Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo)
Katsuhiro SAITO (The University of Tokyo)

Pham Tien Thanh (Ton Duc Thang University)

　　This paper examines the effects of health shocks on household income and consumption using the panel 
data of Vietnam Household Living Standard Surveys. Particularly, we focus on the differences in the effects 
between the poor and non-poor households. Empirical results show that the households appear to be able to 
achieve consumption smoothing against health shocks. However, our results indicate that the poor households 
are more vulnerable to serious shocks than the non-poor households. That is because the poor households 
suffer a decrease in earned income when they face the serious health shocks, while the non-poor households 
are not affected by serious health shocks.

Key words : health shocks, consumption smoothing, poverty, VHLSS.
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