
東京医療保健大学

保健医療福祉行政学

4回目 公的医療保険制度

大久保 豪 suguruokubo@gmail.com
株式会社BMS横浜代表取締役、立命館大学客員協力研究員

1



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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「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？



今日のテーマ 日本の公的医療保険制度における…
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4-2. 給付条件・給付額

4-3. 患者一部負担

4-4. 保険診療と保険外診療の関係



4-1. 保険料
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保険料の決め方

• 保険の原則 給付・反対給付均等の原則
給付の可能性が高い
→ 保険料が高くなる

（場合によっては加入できない）

• しかし、社会保険の場合には…
• 支払い能力に応じた負担の公平性が重視される
• （言い換えれば）私保険でなく社会保険として運営する意義があるのはここ
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出典 アクサダイレクト生命



保険料の決め方 国民健康保険の場合
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出典 横浜市.保険料について（2021年4月1日更新）.
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/hokenryo/31hokenryounituite.html#keisan



保険料の決め方 後期高齢者医療制度の場合
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軽減措置

保険者（47の都道府県別の広域連合）がその区域内で徴収する額を決める

2018～2019年度の被保険者一人あたり平均保険料額は月額5,857円

出典 保険料率の算定について（令和2・3年度）. 神奈川県後期高齢者医療制度広域連合ウェブサイト. 
https://www.union.kanagawa.lg.jp/1000009/1000660/1001442.html

均等割額についても、さらに軽減措置を実施
所得によって、5割減額、2割減額が行われる（2021年9月時点）



保険料の決め方 全国健康保険協会の場合
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報酬月額に応じて保険料が決まる
出典 全国健康保険協会. 令和３年３月分（４月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表



保険料の決め方 組合管掌健康保険の場合
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出典 保険料の計算方法. NTT健康保険組合. 
https://www.nttkenpo.jp/member/outline/fee.html（2021年9月28日時点）

出典 保険料. 日本航空健康保険組合. 
https://jalkenpo.jp/healthi/charge.html（2021年9月28日時点）



保険料の決め方 組合管掌健康保険の場合
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（一般的に言って）どちらが高い？

組合管掌健康保険の
平均保険料率

全国健康保険協会各都道府県支部の
平均保険料率

ここまでの話が分かっているかどうか確認！？

組合管掌健康保険に加入するのはどういう人？
全国健康保険協会に加入するのはどういう人？

保険料率に何をかけて保険料が決まる？
ということは被保険者にとっては保険料率が高いほうがいい？低いほうがいい？



今日のテーマ 日本の公的医療保険制度における…
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4-2. 給付条件・給付額
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給付について 保険診療のしくみ
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要医療認定、のような仕組みはない

どの医療機関でも受診可能

被保険者（患者）

医療保険者保険医療機関など
（病院・診療所・調剤薬局など）

審査支払機関
（社会保険診療報酬支払基金・

国民健康保険団体連合会）

1) 保険料（掛金）の支払い
2) 診療サービス
（療養の給付）

4) 診療報酬の請求

お金の動いているのはどれ？

7) 診療報酬の支払い
（公定価格）

6) 請求金額の支払い

5) 審査済の請求書送付

3) 一部負担金の支払い



給付条件 フリーアクセス

• 治療を受けるための事前審査は不要

• 日本全国どの医療機関を受診することも可能
• ただし、大病院を受診する場合は追加負担
• そして、その範囲は拡大中
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日本では
どの医療機関を受診しても構わない

（生活していると意識しないけれど）

イギリスの場合
・病院を受診するためにはGeneral Practitionerの紹介が必要

アメリカの場合
・加入している医療保険によって受診できる医療機関が異なる



給付内容
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現金給付
受診時に一旦全額を支払い、その後償還（払い戻し）を受ける
こちらが主体の国もある

現物給付のメリットは？デメリットは？

現物給付
医療などサービスそのものを給付し、お金を直接給付するわけ

ではない。
日本の例：療養の給付、 訪問看護療養費
高額療養費
入院時食事療養費、入院時生活療養費

受診時に給付分（7割）を差し引いた
患者自己負担分（3割）のみを払う



保険適用外の医療（全額自己負担）
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・正常分娩の費用

・予防的治療（予防接種、健診）

・審美目的の治療

・陶製の材料を使ったものなど特殊な歯科補綴

・眼鏡、補聴器

・薬局で買う風邪薬などの売薬

・効果・安全性の確認されていないもの
研究段階の先端医療を含む

参考 田中耕太郎（2016）『社会保険のしくみと改革課題』p46.



今日のテーマ 日本の公的医療保険制度における…
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4-3. 患者一部負担
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国によって大きく異なる患者自己負担の仕組み

20出典 大久保 豪（2021）「日本、ドイツ、フランス、イギリスにおける患者自己負担制度の違いについて」『医療と社会』31(1)：45-59.
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患者自己負担の歴史

出典 厚生労働省（2021）「我が国の医療保険について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html ※年号は西暦に直した。



岩手県和賀郡沢内村（現・和賀郡西和賀町）の老人医療費無料化

当時の村長は深沢 晟雄（ふかさわ まさお、1905-1965）

1961年 全国の自治体ではじめて
乳幼児医療費無料化、老人医療費無料化を実施



75歳以上の高齢者（高額所得者）の患者一部負担を引上げ

• 1割負担 → 2割負担

• 年収200万円以上

• 急激な負担の増加を抑えるため引き上げ
から3年間は1か月の自己負担の増加額を
最大3000円までとする

• 高額所得なのだからOK？
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今日のテーマ 日本の公的医療保険制度における…
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4-4. 保険診療と保険外診療の関係
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保険診療の原則
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参考 田中耕太郎（2016）『社会保険のしくみと改革課題』p46.

【原則】
・現物給付により必要な医療サービスをすべて給付し、患者はその費用の一部を負担するだけで受け
られる。
・そのためにも医学的に有効性と安全性がある程度確立され、治療上必要なものは保険診療のリスト
に収載されている。

→ 保険診療は保険診療として完結するので（よくこれを「閉じた仕組み」という）、
一連の診療行為において、保険診療と保険外診療（保険がきかないもの）を併用することは不可

では、保険診療と保険外診療を組み合わせて受けるとどうなるか？

「混合診療の原則禁止」



保険診療の原則
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参考 田中耕太郎（2016）『社会保険のしくみと改革課題』p46-47.

保険診療と保険外診療を組み合わせて受けると・・・

保険診療

保険外診療

患者が一部を負担（残りは給付される）

患者が全額負担

保険診療

保険診療のみの場合

これも全額負担になる



保険診療の例外 保険診療との併用が認められる保険外診療
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どういうことかというと…

保険診療 保険外診療

患者が全額負担・・・ではなく
一部負担のままで可（保険が適用される）

患者が全額負担

たとえば…

• 入院時の差額ベッド代（患者が希望した場合）
→ 治療代に加えて、四人部屋相当の入院費も給付される 差額のみ全額負担

• 前歯部の補綴に金材料を使った場合
→ 治療代に加えて、金銀パラジウム合金相当の材料費も給付される 差額のみ全額負担

参考 田中耕太郎（2016）『社会保険のしくみと改革課題』p46-47.



保険診療の例外 保険診療との併用が認められる保険外診療

29

保険外併用療養費制度

評価療養
・高度先進医療や新薬の臨床試験段階のものなど、ある程度有効性と安全性の見通し
が付いてきた段階のもの
・まだ保険適用にはならないが、その「評価」をしている段階なので、保険診療と併
用しても可とする。

選定療養
・患者の快適性や審美目的、患者の希望によるもの

差額ベッド代、入院時の食事費、金合金による前歯の修復、時間外の受診、紹介状
なしの大病院受診

二つの違いは？ 前者は保険適用の可否を問うていく、後者は保険適用は前提としていない



保険適用となる費用と保険適用外となる費用の組み合わせ

30

なぜこのような対応になっているのか。
保険外の診療費は全額負担するにしても、保険適用の部分は常に給付すればよい（一部負担ですむ
ようにすればよい）と主張する人もいる

一言でいえば、「社会保険だから」

【原則】
・現物給付により必要な医療サービスをすべて給付し、患者はその費用の一部を負担するだけで受け
られる。
・そのためにも医学的に有効性と安全性がある程度確立され、治療上必要なものは保険診療のリスト
に収載されている。

→ 保険診療は保険診療として完結するので（よくこれを「閉じた仕組み」という）、
一連の診療行為において、保険診療と保険外診療（保険がきかないもの）を併用することは不可

「混合診療の原則禁止」
保険外併用療養費制度、一部の保険外費用の徴収は可



保険適用となる費用と保険適用外となる費用の組み合わせ
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1. 公的医療保険からの給付が増加する（増加幅が大きくなる）
医療機関にとっては保険適用外の費用のほうが利益率が高いので、どんどんそちらをやるようになる

もし、保険適用外の費用と保険適用の費用を組み合わせてもOK どんな場合も保険適用の費用は償
還するとしたら？

2. 医療アクセスにおける格差が広がる
本来であれば、効果的な治療は保険適用にして、多くの人が受けられるようにしてほしい
しかし、上記がOKになると、保険適用外のままでも受けられる人が増えるので、製薬会社や医療機器

メーカーが「わざわざ手間をかけて保険適用にしなくてもよいか」と考えるかもしれない

言い換えれば、保険適用の費用と組み合わせられる保険適用外費用を制限するという仕組みには。
「よい薬、医療機器、治療法は保険適用になるよう努めてほしい」という企業へのメッセージが込められている



今日のテーマ 日本の公的医療保険制度における…
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