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3-1. 診療報酬制度
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医療機関を受診した際の治療費はどう決まるのか？
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診療所だけではなく病院でも同じ仕組み
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第128回社会保障審議会医療保険部会. 参考資料1-2 オンライン資格確認等システムについて. 開催日: 2020年6月19日

レセプトとは 医科入院、医科入院外



第128回社会保障審議会医療保険部会. 参考資料1-2 オンライン資格確認等システムについて. 開催日: 2020年6月19日

レセプトとは 歯科、調剤



診療への対価の決め方

• 大きく分けて二つ
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出来高払い 包括払い
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出来高払い

診察

a円 b円 c円 d円

この合計が診療費となる

検査・診断 治療・投薬 処方箋



診療への対価の決め方

• 大きく分けて二つ
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出来高払い 包括払い
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包括払い

診察 検査・診断 治療・投薬 処方箋

まとめていくら の世界



包括払いの例
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• 療養病棟入院基本料

• DPC/PDPS Diagnostic Procedure Combination/Per-Diem Payment System

診断群分類に基づく1日当たり包括評価制度

平均的な医療資源投入量を包括的に評価した定額報酬

主に急性期入院医療を対象としている

検査、投薬などの費用がこの基本料（1日あたり）に含まれる。



出来高払いと包括払いのメリット、デメリット
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実際に過剰診療、過少診療が発生しているかどうかについては、
各医療制度あるいは各領域において検証が必要

出来高払い 包括払い

過剰診療となる恐れ 過少診療となる恐れ



日本の診療報酬制度

• 保険適用になると診療報酬点数（1点10円）がつけられる。

• 原則的に出来高払い制である。

• 一部、包括払い制度も導入されている。

• 診療報酬点数は中央社会保険医療協議会（中医協）での議論を経て、2年
に1回改定される。
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3-2. 公的医療保険とは？
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1 保険料

3 保険金
被保険者

（加入者）
保険者

2 保険事故

保険の一般的な仕組み



保険
・人の死亡、病気、火災などの発生確率がある程度予知できるものにつ
いて適用される。
・事故の脅威を受ける人たちがみんなで前もって一定の掛金 (保険料) を
出して積み立てておき、その事故 (保険事故) にあった人に一定金額 (保
険金) を与え、損害を補填する。

社会保険
・国民の遭遇する事故・災害などによる損害の補填および生活の保障を
目的とする強制性の高い保険。保険料は国家や事業主、国民が共同で負
担する。
・日本では公的な医療保険、国民健康保険、労災保険、雇用保険、各種
公的年金制度などが該当する。

保険と社会保険・私保険



給付反対給付均等の原則

• 将来受ける可能性がある保険給付の額が、納付した保険料の額と確率的・
数理的に等価であるべきだとする原則

• 市場経済の原理である等価交換原則に基づいている

• 給付と反対給付の「対価性」と「等価性」を意味する。

出典 堀勝洋（2009）「第2章 社会保障と社会保険の原理」『社会保障・社会福祉の原理・法・政策』京都：ミネルヴァ書房, p39



『沈黙の艦隊』かわぐちかいじ 1988-1996年

日本が秘密裏に作った原子力潜水艦

その乗組員達が独立国家を宣言

艦長の指揮のもと、数々の戦闘をくぐり抜け

国際社会に平和の意義を問うていく・・・

潜水艦に保険が掛けられるか

→ 民間保険（私保険）は
保険料に見合った保険金しか受け取れない

私保険における給付反対給付均等原則



給付反対給付均等の原則

• 「等価性」というのは、確率的な等価性を意味する

• 例えば、国民年金に20歳で加入した後1か月で障害の原因となった傷病に
かかれば、生涯にわたって障害基礎年金が支給される。これは一般の等価
性（等価交換）の原則からみれば問題であるが、保険における等価性とは
確率的なものであるので問題はない。

• 民間の生命保険や火災保険でも、1か月掛金を払っただけで、数千万円の
死亡保険金や火災保険金が支払われることがある。

出典 堀勝洋（2009）「第2章 社会保障と社会保険の原理」『社会保障・社会福祉の原理・法・政策』京都：ミネルヴァ書房, p39



給付反対給付均等の原則

• 将来受ける可能性がある保険給付の額が、納付した保険料の額と確率的・
数理的に等価であるべきだとする原則

• 市場経済の原理である等価交換原則に基づいている

• 給付と反対給付の「対価性」と「等価性」を意味する。

• ただし・・・

• 社会保険においては、対価性は必要不可欠であるが、福祉政策的目的をも
つ所得移転をも行う必要があるので、厳密に等価性を貫く必要がない

• むしろ、社会保険においては「能力に応じて負担し、ニーズ（必要）に応
じて給付する」という原則（山口〔1995〕11頁）に従うのが望ましい

出典 堀勝洋（2009）「第2章 社会保障と社会保険の原理」『社会保障・社会福祉の原理・法・政策』京都：ミネルヴァ書房, p39



保険者と被保険者

• 覚え間違いに注意
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3-3. 公的医療保険の保険者と被保険者
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「保険」でおさえるべきなのは、
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1) 保険者

2) 被保険者（加入者）

自宅に地震保険をかけることを考えましょう。確認するべきことは？

3) 保険料 毎月いくら払えばよいのか？

4) 給付条件 どういうときに保険金がもらえるのか？

5) 給付額 いくらもらえるのか？



保険者と被保険者
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保険者

保険を運営する実施団体

保険証の発行、加入者からの保険料の徴収、保険事故が発生したときの保険給付の実施

被保険者

保険料を支払い、給付を受ける者



保険者

• とにかくたくさんの保険者

28

分類 保険者数（2018年度末） 備考

後期高齢者医療制度 後期高齢者医療広域連合：47 都道府県ごとにすべての市
町村が加入する

組合管掌健康保険 1391組合 少しずつ減少中

全国健康保険協会管掌保険 1（都道府県別の支部） 船員保険の保険者でもある

共済組合 国家公務員共済組合：20組合
地方公務員共済組合：64組合
私立学校教職員共済組合：1組合

国民健康保険 市町村と都道府県：1716
国民健康保険組合（国保組合）：162組合

2018年4月から都道府県が
保険者に加わった

参考 p56 表15 健保組合の異動状況と適用事業所数;  p75 表33 国保の保険者数・被保険者数の推移; p77-p84;
p91 表49 旧老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較



なぜ保険者がこんなにもたくさん？
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被用者保険（共済組合、組合管掌健康保険、全国健康保険協会）の整備

地域保険（市町村国民健康保険）の整備

国民皆保険の実現



被保険者
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年齢
75歳以上

生活保護を受給している場合は、対象外（生活保護制度の医療扶助により医療費が全額支給される）

後期高齢者医療制度

75歳未満

働き方

大企業の従業員

中小企業の従業員

公務員・私立学校教職員

自営業・無職など

組合管掌健康保険

つまり各企業が構成する健康保険組合

全国健康保険協会

共 済 組 合

国民健康保険

※65歳～74歳未満で広域連合から障害認定を受けた者も含まれる。



被扶養者

• 被用者保険（共済組合、組合管掌健康保険、全国健康保険協会管掌保険）
において用意されている仕組み

• 被用者の家族などが「被扶養者」として加入できる

31

※「扶養」という言葉はいろいろな場面で使われるので制度の理解をするときには注意
公的医療保険
所得税
住民税
会社の「扶養手当」
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3-4. 被用者保険の対象者拡大
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各保険者における被保険者数の推移

34
2018年4月19日. 厚生労働省第111回社会保障審議会医療保険部会. 資料1-2.医療保険制度をめぐる状況より



被用者保険の対象 事業場の条件

以下の事業所は強制適用

• 国、地方公共団体または法人の事業所

• 次に掲げる事業の事業所や事務所で常時5人以上の従業員を使用
• 製造業
• 土木建築業、鉱物採掘採取業、電気供給等事業
• 貨物旅客輸送業、貨物積卸業
• 金融保険業
• 教育研究調査事業
• 医療事業 ・・・ 等
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株式会社や社団法人ならば被用者保険の対象

個人事業であっても、5人以上雇っていれば対象



被用者保険の対象 被保険者の条件

次の1) ～4) のいずれか

1) 正社員、法人の代表者、役員

2) 所定労働時間が通常の労働者の3/4以上の者

3) 1年以上の雇用が見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上で、月額
賃金が88,000円以上の短時間労働者（従業員数501人以上の企業）

4) 従業員数501人以下の企業で3) の条件に当てはまり、労使の合意がある
場合
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出典 『保険と年金の動向 2020/2021』p43

アルバイトでも被用者保険の対象となることがある



従業員範囲の拡大（2021年7月時点）
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現在
従業員数501人以上

2022年10月～
従業員数101人以上

2024年10月～
従業員数51人以上

ということは加入対象者は



保険料

• 負担の仕方は2種類

1) 全額被保険者が負担
• 地域保険（国民健康保険）
• 後期高齢者医療制度

2) 被保険者と雇用主が負担（多くの場合、労使折半）
• 被用者保険（共済組合、組合管掌健康保険、全国健康保険協会管掌保険）
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職場を選ぶときはご注意を
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「うちは社会保険がないから、自分で手続き
してね」

「社会人なんだから、国民健康保険って知っ
てる？ちゃんと手続きしないと大変だよ」

本当に自分は国民健康保険の対象なのか？
被用者保険の対象なのではないか？
もし対象なのに上のようなことを言われているとしたら・・・



雇用者負担のある社会保険制度

• 医療保険

• 年金保険

• 雇用保険

• 労働者災害補償保険（労災保険）

などなど

40

それぞれ加入しなければならない条件が異なるが
医療保険の対象になると、年金保険の対象になるケースが多い

全国健康保険協会（協会けんぽ）に加入するとなると厚生年金保険にも加入することになる
（雇用者負担が増える）
そこでこれを嫌う企業も・・・



厚生年金保険の加入逃れ問題
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出典 日本経済新聞. https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55961360R20C20A2MM8000/
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