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第１章 課題の設定と分析視角 

 

第 1 節 課題の設定 

１－１ 問題意識と課題の設定 

医療は人にとり最も基本的で，すべての人に必要不可欠なきわめて重要なサービスで，医

療により回復される健康そのものが人間存在にとり価値がある。さらに医療は「健康で文化

的な最低限度の生活」（日本国憲法第 25 条）の実現の基礎であるとともに，医療の提供によ

り労働生産性が維持されるなど経済的・社会的な意義がある。また医療サービスは私的財で

ありながら，医師と患者間には専門知識に関して大きな情報格差，つまり情報の非対称性，

需要面と供給面での不確実性，身体に有害になるかもしれない介入のリスクが高い侵襲性

といった特性が存在するために，公共部門の関与が求められる分野である。日本と韓国では

公共性を基礎とした公的医療保険において国民皆保険が実現して比較的うまく機能してき

たが，1990 年代にはいり医療における公共性を弱め，市場の役割を拡大しようとする動き

が強まり，これに反対する動きとの対立が激化して，政府，学会，医療関係者，司法を巻き

込んだ激しい論争が目に見える形で行われてきた。本論文は医療分野がすべての人にとり

重要であるとともに，私的財でありながら公共部門の関与が求められ，1990 年代以降に市

場化をめぐる論争，対立が具体的に展開されてきたことから，公共性と市場をめぐる諸問題

を考察するにあたり最も適切な分野の一つであると考え，日本と韓国の医療について研究

を行う。 

日本の医療は 1990 年にはいりそれ以前とは異なる新たな二つの問題と直面し，1961 年

に国民皆保険が実現して以降，比較的機能してきた日本の医療費用の調達・財政に関する医

療保険制度の根幹を揺るがしかねないほど問題が深刻化してきた。 

第一に，民間企業が 1990 年代にはいり医療をビジネスの対象ととらえて積極的に活動す

るようになり，その要望に応えて日本政府が医療に市場原理を導入する改革を試み，これに

より公共性を基礎とした公的医療保険の存在の意義さえ問われかねない状況が生まれた。

日本国内においてはバブル経済がはじけて平成不況に突入して日本経済が 1980 年代まで

の成長モデルでは立ちゆかなるなかで，経済団体連合会が新たな成長戦略をうちだした。こ

れに応えて日本政府が 1990 年代中ごろから構造改革，規制緩和に舵を切るが，この構造改

革，規制緩和の余波が医療分野にも及んだ。日本における医療分野の構造改革，規制緩和に

おける最大の焦点は混合診療の解禁の是非で，混合診療の全面解禁をはじめとする医療の

市場化改革は，所得水準，年齢，健康状態などにかかわらず必要十分な医療を受けられる平

等を原則とする公的医療保険の根幹を脅かす重要な問題である。 

 第二に，1990 年代にはいり少子高齢化の進行が本格的に始まり，高齢者の医療費が増大

の一途をたどる反面，労働市場の変質などにより保険料収入が停滞し医療財源の不足が深

刻になり，これが医療費抑制の圧力につながってきた。医療費の増大と医療財源の不足は，

保険料負担の増大による国民負担の増大や医療費抑制により国民が必要に応じた医療を受
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けられなくなるという国民の医療環境に著しい弊害をもたらたす重要な問題である。 

 このように 1990 年代以降に深刻化した医療の市場化と医療財源の不足が，公的医療保険

の機能を歪め，国民の健康のために存在するという医療本来のあり方が失われる危機にあ

る。 

 こうした問題意識から，本論文では 1990 年代以降の日本と韓国の医療をめぐる諸状況に

ついて検証したうえで，以下の２点を明らかにすることを目的に研究を行う。第一に，2000

年代以降の日本と韓国において試みられた医療の市場化の実態を検証し，公的医療保険の

あり方および公共性を基礎とした公的医療保険の存在の意義について考察を行う。第二に，

日本と韓国において高齢化などにともない医療財源の不足が深刻化する中で，公共性を基

礎とした制度を維持するのにふさわしい公的医療保険の医療財源と確保のありかたについ

て考察を行う。具体的には，以下の６点を課題とする。 

（１）韓国と日本で給付水準における差が生じた要因について解明し，これをふまえて韓国

において公的医療保険給付率の低さと混合診療の容認が引き起こしてきた実態につ

いて明らかにする。 

（２）1990 年代以降に試みられた医療分野の構造改革，規制緩和の内容および経過につい

て日本と韓国の比較を行い，その特徴を明らかにする。 

（３）平等型の医療制度の実現のためにはどのような保険制度が望ましいか。 

（４）日本における混合診療をめぐる議論に欠落していた課題は何か。 

（５）韓国の医療保険財政の実態はどうなっているか。 

（６）公的医療保険における医療財源問題に解決策はあるか。 

（１）について。1990 年代以降に日本における医療分野の構造改革，規制緩和をめぐる議

論において混合診療は最大の焦点であり，日本における医療の公共性と市場化をめぐる議

論において混合診療の解禁問題はきわめて重要な位置を占めている。韓国では 1977 年に公

的医療保険が開始された時から混合診療が容認されてきたが，この容認がもたらしてきた

諸問題について日本はもちろん韓国でもほとんど研究がなされてこなかった。本論文は韓

国において混合診療の容認がもたらしてきた諸問題を明らかにすることにより，日本にお

いて混合診療が実際に全面的に容認されたら如何なる諸問題が起こりえるか考察する。 

（２）について。1990 年代以降に試みられた日本と韓国における医療分野の構造改革，規

制緩和は多くの共通点がある。これは元来，日韓の医療制度に類似性が高いうえに，アメリ

カが日韓両国にほぼ同様の構造改革，規制緩和の要求を行い，この圧力を受けながら医療改

革が推進されたからである。その反面，日韓両国の医療改革には顕著な相違もまた存在する。

医療改革における基本的な共通性と類似しながらも存在する差異の存在は，互いの医療改

革の問題点を把握するのに有効であり，これについて考察を行う。 

（３）について。医療制度は階層型と平等型という視角から分析が可能であるが，平等型の

医療制度を実現するための医療制度について，1990 年代以降の韓国と日本の実態をふまえ

て考察する。具体的には日本における混合診療の解禁をめぐる議論および韓国における実
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損型の民間医療保険の実態についての検証をふまえて，平等型の医療制度を実現するため

の医療制度および医療における公共性の意義を普遍的に考察する。 

（４）について。混合診療をめぐる議論ではドラッグ・ラグの問題が提起されたが，多くの

混合診療をめぐる議論においてはドラッグ・ラグについて，外国で承認されている医薬品を

速やかに審査，承認することの必要性が混合診療の解禁の賛成派，反対派を問わず提起され

た。しかしドラッグ・ラグの解消を急ぐあまり医薬品の検証において安全性が毀損されかね

ない実態があり，この実態について考察する。 

（５）について。韓国では公的医療保険の「低負担，低給付」が続いてきたが，このような

実態が継続してきた要因を財源問題より検証し，韓国における公的医療保険の財政と歴代

政権の財政政策について分析し，今後，医療財源を如何に確保するのかについて検証を行う。 

（６）について。日本では 1990 年代にはいり高齢者の医療費が増大の一途をたどる反面，

保険料収入が停滞し医療財源の不足が深刻になり，医療費抑制に軸足が置かれた改革が継

続して行われてきた。韓国と日本の公的医療保険の財源問題について比較を行って，その共

通点と差異と明らかにしたうえで，今後日韓両国の医療サービスにおける公共性を現実的

に維持するための財政的な基盤について考察を行う。 

 

１－２ なぜ，日本と韓国を研究対象にするのか 

本論文は日本と韓国の公的医療保険の検証を中心に議論を進める。日本と韓国の医療制

度は基本的には類似性が高いが，顕著な相違もまた存在する。この基本的な類似性と類似し

ながらも存在する差異の存在は，互いの制度の問題点を把握し，これを解決するための考察

を行うにあたり適切である。この日本と韓国の医療制度の類似性を世界の多様な諸国と比

較して明確にすることにより確認する。 

社会保障制度の国際比較ではエスピン・アンデルセンの分類がよく知られているが，彼の

分類は医療システムにはあまりあてはまらない。そこで Bohm らの類型を基礎に松田亮三

が作成した[表１－１]および[表１－２]を通して日本と韓国の位置を確認する。[表１－２]

において日本と韓国はともに供給は「『私』中心」，財政は『公』「（社会保険方式）」で，こ

の７カ国でこの組み合わせは日本と韓国だけである。このように[表１－１] と[表１－２]よ

り日本と韓国は世界の医療制度の中でかなり類似性が高いことが確認できる。 

ここで[表１－２]について供給においても，財政においても「公」と「私」の２分類には

完全にできないことを留意する必要がある。つまり供給においては，「公中心」，「私中心」

であっても，「公」の占める病床の割合には差異があり，財政においてもアメリカは「私」

と分類されるが，「公」部門のメディケア・メディケイドの制度が存在しており，完全にア

メリカの財政が「私」であるわけではない。このような点に注目することも重要で，便宜上

は「公中心」，「私中心」と分類はするが，「公」と「私」の２分類には完全にできない。 
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[表１－１ OECD 諸国の医療類型（2008 年頃の分析結果）] 

 優位なアクター 類型に含まれる国々 

規制 財政 供給 

国民健康 

サービス 

国家 国家 国家 デンマーク，ノルウェー，スウェーデン，イ

ギリス，ポルトガル，スペイン 

国民健康保険 国家 国家 私 オーストラリア，カナダ，アイルランド，ニ

ュージーランド，イタリア 

社会健康保険 社会 社会 私 オーストリア，ドイツ，スイス 

国家主義的 

社会健康保険 

国家 社会 私 ベルギー，フランス，チェコ，ハンガリー，

オランダ，イスラエル，日本，韓国 

私医療機構 私 私 私 アメリカ合衆国 

（出所）松田亮三（[2016],p.80） 

 

[表１－２ 医療制度の国際比較] 

 供給 財政 

スウェーデン ほぼすべてが「公」 「公」（税方式） 

イギリス ほぼすべてが「公」 「公」（税方式） 

フランス 「公」中心（「公」の占める病床の

割合は約７割） 

「公」（社会保険方式） 

ドイツ 「公」中心（「公の占める病床の割

合は約９割」） 

「公」（社会保険方式） 

日本 「私」中心（「公」の占める病床の

割合は約３割） 

「公」（社会保険方式） 

韓国 「私」中心（「公」の占める病床の

割合は約１割） 

「公」（社会保険方式） 

アメリカ 「私」中心（「公」の占める病床の

割合は約 25％） 

「私」（メディケア・メディケイド

を除く） 

（出所）島崎謙治[2011]，p.29 の[図 0－7]をもとに筆者が作成 

  

日本の医療制度は，①被用者保険と地域保険の二本建てによる国民皆保険が採られてい

ること，②自由開業医制の下で診療所はもとより病院についても「私」中心に組み立てられ

ていること，③患者（被保険者）の医療機関へのフリーアクセスが尊重されていることの三

つの特徴を有している。そしてこの三つの特徴の骨格は既に第二次世界大戦前に形成され

ていた（島崎謙治[2011]p.126）。島崎謙治が指摘する日本の医療制度の三つの特徴は韓国に

もそのまま当てはまり，この意味でも日本と韓国の医療制度はきわめて類似性が高い。この

理由は主に次の２点である。まず朝鮮は 1910 年～1945 年の 36 年間，日本の植民地支配を
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うけ，この時期に現在の韓国の医療制度の基礎ができたからで，上記の②と③が類似してい

るのはこれに起因する。次に韓国建国後，公的医療保険制度を始めとする諸制度の整備を日

本をモデルとして行ってきたからで，上記の①はこれに起因する。 

このように日本と韓国の医療制度はきわめて類似性が高いが顕著な違いもまた存在する。

日本と韓国はともに社会保険を主な医療財源としていながらも，医療財源別医療支出にお

いて韓国は私的負担の比率が 42.0％とアメリカに次いでかなり高いのに対し，日本は

18.1％と相対的に低い[表１－３]。 

 

[表１－３ いくつかの OECD 諸国における医療財源別医療支出（2010）]    単位：％ 

 政府 社会保険 私的負担 

イギリス ８８．５    ０ １７．４ 

日本 ９．４ ７２．５ １８．１ 

スウェーデン ８１．９    ０ １８．１ 

ドイツ ６．７ ６９．０ ２４．３ 

韓国 １２．２ ４５．８ ４２．０ 

アメリカ ４８．４    ０ ５１．６ 

注：私的負担は利用者負担と民間医療保険の合計 

（出所）OECD データより松田亮三[2016]が作成した図を筆者が表として再構成 

 

このように日本と韓国の医療制度は基本的には類似性が高いが，顕著な相違もまた存在

する。この基本的な類似性と類似しながらも存在する差異は，日本の医療について考察する

にあたり，たいへんに有益である。本論文は医療制度が同じ類型に属するなど基本的には類

似しながらも，医療財源の構成比率など重要な差異が存在する韓国と日本の比較を行うこ

とにより，両国の医療や財政がかかえる深刻な課題の解決への道を考察する。 

 

第２節 分析視角 

２－１ 分析視角 

以上をふまえて本論文における分析視角を示す。本論文全体の主題は医療における公共

性であるので，この医療における公共性について述べることを通して分析視角を示すこと

にする。 

 第一に，公的医療の適用人口の高さ，医療財源における公的負担（税・保険料）の高さ，

供給方式における公営の比率が高いほど公共性が高くなるとの視角にたち，分析を行う。 

1990 年代以降の世界的な医療分野における市場化の実態をふまえ，医療における公共性

および市場化は多くの研究者により重要な課題として認識され，すでにこれに関する研究

は行われてきた。この中でも尾形裕也が「医療制度の国際比較のための１つの仮説的な類型

論を構成する試み」として提起した「医療制度の国際比較の座標軸」は簡潔かつ適切に医療
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における公共性と市場化について整理したものである[図１－１]。 

 

[図１－１ 医療制度の国際比較の座標軸（１つの試み）] 

公的医療の適用人口 100％----------------------------------------------------------------→ 

 財政方式    （税）---------→（社会保険）--------------------------→（民間保険） 

供給方式    （国営）←→（公私ミックス）-------------------------------→ 

政府の関与の強さ 強-------------------------------------------------------------------→弱 

  国名     イギリス－カナダ－日本－フランス－ドイツ－オランダ－アメリカ 

□で囲んだ 4 カ国は，通常「社会保険」方式の医療制度を採用している国々であるとされる 

（出所）尾形裕也[2007]，筆者が主要部分を抜粋 

 

 [図１－１]は尾形裕也が示した「医療制度の国際比較の座標軸」であるが，かなり包括的

に医療における公共性について適切に整理されており，本論文は医療における公共性につ

いての分析視角としてこの尾形裕也の座標軸を活用するが，本論文の核心である財政方式

についてはこれを修正，補足する。まず尾形裕也は財政方式について「（税）--→（社会保険）

--→（民間保険）」としているが，これを本論文は以下のように修正する。 

 

 財政方式  公的負担（税・保険料）--→私的負担（実損型民間保険・自己負担） 

 

 このように修正したほうが良い理由は次のとおりである。まず財政方式について尾形裕

也[2007]は「（税）--→（社会保険）--→（民間保険）」としているが，「税」が「社会保険」

より公共性が高いとの見解には議論の余地がある。「税」と「社会保険」の違いは重要であ

るが制度設計の性格の違いであり，いずれも公共性を基礎とした財源なので，本論文はこれ

を合わせて公的負担とする。さらに尾形裕也[2007]が財政方式であげている「税」，「社会保

険」，「民間保険」の他に，現実にはこのいずれにも該当していない無保険者が存在するが尾

形裕也の図にはこの無保険者が欠落している。この医療費を 100％自己負担しなければなら

ない無保険者の存在は重要で無視することは許されず，考慮に入れる必要がある。この無保

険者は医療財源において公共性を基礎とした制度の恩恵をうけていないことにおいて基本

的には民間医療保険加入者と同様の立場にいるので，民間医療保険加入者と自己負担者を

一括して私的負担とする。これに対して医療財源における「税」と「保険料」は性格の違い

はあり，この性格の差異も重要ではあるがいずれも公共性を基礎とした財源であるので公

的負担とし，医療財源において公的負担の比率が高いほど公共性が高いとの分析視角を用

い，これをふまえて税と保険料の比率についても検証する。 

 次に，尾形裕也は財政方式について「（税）--→（社会保険）--→（民間保険）」としている

が，この脈絡において「民間保険」は「実損型の民間医療保険」であると言及しないと日本

においては誤った認識を与えることになる。民間医療保険には「入院一日あたり○○円」と
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予め決められた保険金が支払われる定額型の医療保険と実際にかかった医療費に応じて保

険金が支払われる実損型の医療保険がある。公的医療保険は実際にかかった医療費に対し

て保険金が支出されるので，[図１－１]における民間保険は定額型の医療保険ではなくて，

実損型の医療保険を意味している。しかし日本では実損型の医療保険はほとんど販売され

てこなかったので日本において医療保険といえば定額型の医療保険が一般的である。した

がって日本語文献においては民間医療保険というと無条件に定額型の医療保険と解される

ので，[図１－１]の民間保険は実損型であることを明示する必要がある。 

 以上の認識をふまえて尾形裕也[2007]が示した医療制度の国際比較の座標軸（１つの試み）

をもとに筆者が修正したのが[図１－２]である。 

 

[図１－２ 医療における公共性] 

公的医療の適用人口 100％----------------------------------------------------------------→ 

 医療財源    公的負担（税・保険料）--→私的負担（実損型民間保険・自己負担） 

供給方式    （公営）------------→（公私ミックス）------------------→（民営） 

（出所）尾形裕也[2007]をもとに筆者が修正して作成 

 

 本論文は[図１－２]において，左に位置するほど医療における公共性が高いとの分析視角

を基礎に医療における公共性について考察を行う。つまり医療における公共性は，「公的医

療の適用人口の高さ」，「医療財源において公的負担の比率の高さ」「供給方式における国営

または公営の比率の高さ」が高いほど医療における公共性は高いとする。 

 第二に，医療制度が階層型と平等型のいずれを基礎として構築されるべきかに注目し，そ

れに応じた公共性を基礎とした公的医療保険の責任について考察する。権丈善一は日本の

医療の低生産性をふまえて，平等消費型医療制度と階層消費型医療制度について以下のよ

うに述べている。 

 

  そうした日本の医療の低生産性は，根源的には１人当たり医療費が他の先進諸国と比べ

て低いということに帰することができる。この１人当たり医療費を増やすルートは，スペク

トラムの両端を示しておけば２つあり，１つは，国民皆保険下で公的投入を上げるルート，

いま１つは混合診療の解禁などを図って私的負担を増やすルートである（権丈善一

[2010]p.25）。 

 

そして権丈善一は日本の医療の低生産性は，１人当たり医療費が他の先進諸国と比べて

低いことにあり，現在の日本の標準から他の先進国のような国際標準まで１人当たりの医

療費を増やすルートとして公費を財源とする平等消費型医療制度と私費を財源とする階層

消費型医療制度を提示している[図１－３]。 
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[図１－３ 平等消費型医療制度と階層消費型医療制度] 

 

（出所）権丈善一[2010]p.25 

 

この権丈善一の平等消費型医療制度と階層消費型医療制度の考え方は，この今後の医療

財源そのものを考察するにあたり有効な考え方である。この権丈善一の議論をふまえて，医

療制度が階層消費と平等消費のいずれを基礎として構築されるべきかに注目し，それに応

じた公共性を基礎とした公的医療保険の責任について考察する。 

 第三に，医療における公共性を担保するうえで重要な位置を占める公的医療保険の財源

を確保する手段と財源確保の公平性について議論を行う。本論文は公的医療保険を主要な

研究の対象とするが，医療財源を確保しなければ現実的に公的医療保険を健全に機能させ

ることはできない。医療における公共性について考察するにあたり医療財源の問題は避け

ることはできないが，これについて以下の視角から分析を行う。まず今後も医療費の増大が

予想される中で，垂直的な公平を確保しながら財源を確保するという垂直的な公平と財源

の確保の両立の視点である。次に公的医療保険の財源について考察するにあたり，社会保険

料負担と政府の財源である税と一体にして負担構造を考察する。公的医療保険の財源に関

する議論の多くは医療保険の枠内で行われる傾向が強いが，本論文ではこれらを一体のも

のとして議論する。 

 第四に，公共性を基礎とする医療制度を担う公共部門について，国民の合意による意思決

定と人権の尊重を基礎する民主主義をふまえた医療政策の形成・評価プロセス医療につい

て考察する。現代世界において公共部門が相対的に大きな政府として中華人民共和国や朝

鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）のような社会主義国家とスウェーデンやフランスのような
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民主主義を基礎としたヨーロッパ諸国が存在する。「公共性」のもつ意味は，実質的に中華

人民共和国においては中国共産党の意志，北朝鮮においては金正恩の意志が，国民の合意よ

りも意味していることは否めない。これに対してスウェーデンやフランスのような民主主

義を基礎としたヨーロッパ諸国は，医療制度の構築および改革において，国民的な議論を基

礎とする合意形成による医療政策の形成・評価プロセスが重要な意味をもってきた。公共性

を考察するにあたり，公共性が特定の政党の意志を体現したものであるのか，国民的な議論

を基礎とする合意形成によるものであるのかは重要な違いで，医療における公共性を考察

するにあたってもこの問題は避けて通れない。日本では日本国憲法に国民主権と基本的人

権の尊重が憲法に明記され，1947 年にこれが施行された。韓国では建国以来，軍事独裁政

権が続いたが 1987 年の民主化闘争を経て，民主主義が確立した。本論文が 1990 年代以降

の韓国と日本の公的医療保険における公共性を研究の対象とするにあたり，国民的な議論

を基礎とする合意形成による医療政策の形成・評価プロセスが公共性を基礎とする医療制

度においてもつ意義を含めた考察を行う。 

 

２－２ 医療サービスの特徴と医療に関する基本的な認識 

以上の分析視角をふまえ，医療経済学が明らかにしてきた医療サービスの特徴について

確認したうえで，本論文における医療に関する基本的な認識を示す。 

経済学において財・サービスは消費の競合性と排除性という二つの性質を軸に私的財，公

共財，準公共財に分類される。そして公共財は市場取引が機能しないため政府による介入や

公的供給が必要であり，私的財は競争市場の下，市場原理が十分に機能すると考えられるの

で民間企業による私的供給が基本となる。本論文の主題である医療サービスは競合性と排

除性を共に備えているので，この分類において私的財に分類される[表１－４]。 

 

[表１－４ 私的財，公共財，準公共財の分類] 

 競合性 

あり なし 

排除性 あり 私的財 準公共財 

なし 準公共財 公共財 

（出所）細谷圭・増原宏明・林行成[2018]，p2 

 

このように医療サービスは経済学的に私的財に分類されるが，医療経済学は医療サービ

スには以下のような他の財とは異なる特徴があることを明らかにしてきた。医療経済学の

テキストによると医療サービスの三つの特徴として，身体に有害になるかもしれない介入

のリスクが高く（侵襲性），いつ病気になって医療サービスが必要になるかわからないとい

う需要面での不確実性とある患者に有効であった治療が他の患者に有効であるとは限らな

いなど治療の効果について供給面での不確実性が存在し（不確実性），医師と患者の間には，
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専門知識に関して大きな情報格差（情報の非対称性）がある（細谷圭・増原宏明・林行成

[2018]，pp.3－4）。また医療保険では，保険加入によって被保険者に事前のモラル・ハザー

ドと事後のモラル・ハザードが生じる（細谷圭・増原宏明・林行成[2018]，pp.92－93）。こ

のように医療サービスが私的財でありながら，侵襲性，不確実性，情報の非対称性といった

特色をもつ財であるとの認識を前提に本論文は研究を行うこととする。 

これをふまえ現代の医療における公共性について考察するにあたり，本論文における医

療サービスの理解についての最も基本となる考え方を示す。 

 第一に，健康そのものが個々人にとりかけがえのない価値であり，この健康を維持，回復

するための医療サービスそのものが個々人にとり価値のあるものである。 

第二に，医療サービスは個々人の生存権の確立にとり最も基本的な要素の一つで，大韓民

国憲法および日本国憲法は生存権の保障と生存権を保障するための社会保障に努める義務

を明記しており，このすべての国民に保障した生存権の実現のために如何なる公的医療保

険を整備することが適切であるのかについて考察を行う。 

まず現行の大韓民国憲法は生存権の保障を明記し，そのために努力することを韓国政府

に義務づけている。 

  

[資料１－１ 大韓民国憲法，1987 年 10 月 29 日公布，1988 年 2 月 25 日施行] 

第 34 条① すべて国民は，人間らしい生活を営む権利を有する。 

② 国は，社会保障及び社会福祉の増進に努力する義務を負う。 

⑤ 身体障害者及び疾病又は老齢その他の事由により，生活能力がない国民は，法

律の定めるところにより，国の保護を受ける。 

 

 安心して医療を受けられることは，「すべて国民は，人間らしい生活を営む権利を有する。」

（大韓民国憲法第 34 条①）を保障するために最も基礎的なものであり，「国は，社会保障及

び社会福祉の増進に努力する義務を負う。」（第 34 条①）とうたわれた社会保障に公的医療

保険の整備は含まれる。 

次に現行の日本国憲法は生存権の保障を明記し，そのために努力することを日本国政府

に義務づけている。 

  

[資料１－２ 日本国憲法，1946 年 11 月 3 日公布，1947 年 5 月 3 日施行] 

第 25 条① すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

② 国は，すべての生活部面について，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及

び増進に努めなければならない。 

 

 このように大韓民国憲法と日本国憲法において生存権の保障が明記され，政府に社会保

障及び社会福祉の増進に努力する義務が課されている。この生存権の確立のために最も基
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本的なサービスの一つが医療サービスであり，そのための社会保障制度の一環として公的

医療保険制度が整備されてきた。本論文は憲法に規定されて生存権保障の重要な一環とし

て人間らしい生活を営むための医療サービスがすべての国民に提供されるための公的医療

保険の姿について考察を行う。 

 第三に，医療サービスは消費者行動として需要されるだけでなく，医療サービスが個々人

の病気，ケガを治療することにより労働者は生産プロセスにおいて良質な労働力を提供し

て労働生産性が高まるとともに，健康で働ける期間が長くなりことにより労働人口の増加

をもたらすという経済的な意義を有する。労働生産性の高まりと労働人口の増加は GDP の

増加や経済成長にプラスの効果をもたらす。もし医療サービスが個々人の必要に応じて提

供されないなら，労働者の健康の悪化からの回復が遅れることによる労働生産性の下落，病

気から回復しないことによる労働人口の減少が生じ，経済成長にマイナスの効果をもたら

す。甚だしい場合は医療サービスが十分に提供されないことにより感染症が広がり，労働の

質の下落と量の減少だけでなく，社会の健全な存続さえ脅威にさらされかねない。このよう

に医療サービスは個々人の健康の回復だけでなく，社会的な意義を有している。このような

医療サービスの意義を本論文は「医療サービスの経済的・社会的意義」とし，この医療サー

ビスの経済的・社会的意義が実現される公的医療保険のあり方について考察を行う。 

なお本論文は医療サービスの経済的・社会的意義について説明するにあたりベッカー

（Becker）の人的資本とグロスマン（Grossman）による健康投資を通じて生産・蓄積され

て健康資本が形成されるとする健康投資の考え方を参考にした⁽¹⁾。しかしベッカーの人的

資本とグロスマンの健康投資といった言葉を本論文がそのまま用いないで，これらを参考

にしながらも「医療サービスの経済的・社会的意義」という言葉を用いたのは次の二つの理

由による。 

第一に医療サービスは GDP の拡大や経済成長に寄与するという経済的な意義を有して

いるが，医療サービスが十分に提供されないことにより感染症が広がり，社会の健全な存続

さえ脅威にさらされるなどという社会的な意義もまた有している。また特に感染症の場合，

医療サービスが十分に提供されないで感染症が広がった場合，自身が感染症に感染する可

能性が高まるとともに，自身の家族や友人といった人たちが感染したり死亡したりすると

いう精神的な痛みを生じさせることになる。このような損失は人的資本や健康投資という

概念だけでは定義できない。 

第二に，ベッカーの人的資本とグロスマンの健康投資の考え方は経済学の論理として有

意義であるが，医療サービスが労働力の確保の手段のみであるという誤解を招きかねない。

本論文における「医療サービスの経済的・社会的意義」は，健康そのものが個々人にとりか

けがえのない価値であり，そのかけがえのない健康な生活を営む権利である生存権を個々

人が有して，政府はその保障のために努力しなければならないという生存権の考え方と両

立するものである。 
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第３節 先行研究の検討と本論文の構成 

 以上の本論文の問題意識，課題の設定，分析視角をふまえて，日本の研究者６名をあげて

検証を行うことにより，本論文の意義を確認する。  

二木立は日本の医療がかかえる諸問題全般について多くの著作を残すとともに，現代日

本における医療の市場化の実態とこれがもたらす問題点について的確に述べている。まず

二木立[2018]は二木立の集大成ともいえる大著で，多岐にわたる日本の医療をめぐる諸問

題について問題提起を行い，これについて的確に分析を行っている。さらに二木立は本論文

が注目する医療の市場化についても研究を積み重ね，特に二木立[2012]は TPP と医療をめ

ぐる諸課題について他の多くの研究者がふれていない重要な指摘を多数行っている。さら

に日本における医療の市場化については，横山壽一が優れた著作を残しており，二木立と横

山壽一の著作において医療の市場化の実態と問題点について把握することが可能であるが，

本論文は両名がふれていない次の点について研究を行う。医療の市場化において混合診療

の解禁や株式会社による医療機関経営といった一連の新自由主義的医療改革については二

木立と横山壽一は適切に述べているが，両名は混合診療の解禁をめぐる議論において焦点

になったドラッグ・ラグの解消の議論で見落とされた問題についてほとんど言及していな

い。混合診療の解禁をめぐる議論においてドラッグ・ラグの解消は重要な焦点になり，この

解消のために 2004 年に厚生労働大臣と規制改革担当大臣による「いわゆる『混合診療』問

題に係る基本的合意」が行われたが，この中の「未承認薬の取扱いについては，最長でも３

か月以内に結論を出す」，「米，英，独及び仏で新たに承認された薬については，自動的に検

証の対象とする」といった内容には重大な落とし穴があった。しかし二木立と横山壽一をは

じめとしてこれらの合意が孕む問題点について指摘した研究はほとんどない。本論文は二

木立をはじめとする先行研究が指摘してこなかった「いわゆる『混合診療』問題に係る基本

的合意」の問題点を具体的に詳述する。 

 広井良典は日本の医療保険について優れた考察を行っている。広井良典[1999]は日本の公

的医療保険の財政運営のあり方について，「組合健保，政管健保，国保」は保険原理を徹底

し，「老人医療・福祉制度」は公費（税）を投入することを提案している（広井良典[1999]，

p.89）。本論文はこの広井良典の提起に原則として合意する。本論文は広井良典の提起を評

価するが，広井良典は「老人医療・福祉制度」に公費（税）を投入することを提案していな

がら，公費（税）を投入するにあたっての財源についてふれていない。広井良典がこの提案

を行った 1999 年から 20 年以上が経過した現在，日本の財政における国債残高は膨大な額

に膨れ上がっており，財源に対する検討なしには広井良典の提案を現実化することは不可

能である。さらにまた広井良典[1999]は，「組合健保，政管健保，国保」は保険原理を徹底

するように提起しているが，現在の国保の現実を検証すると国保について保険原理を徹底

することは現実的ではない。そこで本論文は広井良典の提起を基礎としながら，その問題点

を修正しつつ，「老人医療・福祉制度」に公費（税）を投入するにあたっての財源を考察す

る。 
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八代尚宏は「混合診療の解禁」や「株式会社等による医療機関経営の解禁」など医療分野

における規制緩和を主張する代表的な研究者で，「混合診療解禁論の代表的論客である」（島

崎謙治[2011]，p.245）。さらに宮内義彦オリックス株式会社取締役兼代表執行役会長・グル

ープ CEO が主査を務める総合規制改革会議アクションプラン実行ワーキンググループの

委員を歴任するなど，小泉純一郎政権以降に日本政府に設置されてきた規制改革を目的と

した会議の委員を務めてきた。八代尚宏は「個人の所得水準にかかわらず，一定水準の医療

サービスは確保したうえで，それ以上のサービスについては，適正な価格付けの下で消費者

が選択するという原則を医療分野にも適用すれば，こうした混雑現象が解消する余地は大

きい。」（八代尚宏[2000]，p.105）と述べ，公定価格を必要最低限の医療にのみ設定し，そ

れ以上の上乗せ分の医療に関しては自由価格で対応すべきであると主張している。本論文

は八代尚宏のこのような考え方を基礎にした混合診療解禁論および一連の構造改革論につ

いて検証するとともに，実際に混合診療が容認されてきた韓国において混合診療の容認が

韓国の医療に与えてきた悪影響の実態を明らかにすることにより，八代尚宏を代表格とす

る混合診療解禁論が現実には何をもたらすのかを具体的に考察する。 

 李蓮花は李蓮花[2011]において後発近代化と社会政策との問題意識を基礎に韓国と台湾

の公的医療保険の歴史的な成立過程及び発展過程について優れた研究を行っている。特に

李蓮花は，韓国における国民皆保険の実現が，「政治的民主化の結果ではなく，民主化移行

の『なか』で行われ，政権側の『上からの防御』であった」と述べつつ，「最も重要なのは，

両者（筆者注：韓国と台湾）の皆保険の実現がいずれも政治的民主化の過程の『なか』で実

現した」（李蓮花[2011]）と台湾と同様に韓国における国民皆保険と民主化との関連につい

て述べた部分は韓国の公的医療保険の成立過程における重要な指摘である。しかし李蓮花

[2011]は韓国と台湾について，公的医療保険の誕生の背景および誕生過程，国民皆保険が実

現した 1980 年代で記述が終わっている。これに対し本論文は 1990 年代以降，特に医療の

市場化が試みられて以降の韓国の公的医療保険および市場化の実態について，日本との比

較を行いながら，検証を行う。  

 韓国の研究者ではシン ヨンジョン（신영전）の研究が特に優れている。シン ヨンジョ

ン（[2009]，신영전）は，韓国における医療の市場化について優れた分析を行っている。

2000 年代にはいり韓国は日本以上に医療の市場化にむけた動きが活発化したが，シン ヨ

ンジョン（[2009]，신영전）はこの市場化の実態について適切に分析を行うとともに，医療

の市場化がもたらす多岐にわたる問題について核心をついた批判を展開している。さらに

シン ヨンジョン（[2014]，신영전）は韓国の医療保険のかかえる問題点について適切に分

析を行っている。 

 またシン ヨンソク（[2012]，신영석）は韓国の医療保険がかかえる「二重の死角」つま

り公的医療保険から実質的に排除された人たちの問題について分析を行い，この問題を解

決するための提案を行っている。さらにシン ヨンソク（[2016]，신영석）は公的医療保険

に対する国庫支援のあり方について分析を行っている。シン ヨンソク（신영석）の研究に
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より韓国の医療保険および課題について把握することができるが，シン ヨンソク（신영석）

の研究には医療の市場化に対する批判的な視点が欠けることは否めない。 

 この他にも韓国の医療保険について韓国の研究者の優れた研究は多数存在するが，韓国

の公的医療保険がかかえる問題の本質に混合診療の容認があることに言及した研究はほと

んどない。日本においては混合診療の解禁をめぐり熾烈な論争が繰り広げられてきたのは

周知のとおりであるが，韓国では 1977 年に公的医療保険が開始された当初から混合診療が

容認されてきたために，韓国における混合診療の容認が韓国の医療に与えてきた悪影響に

ついて韓国の研究者は関心をもってこなかった。そこで本論文は韓国における混合診療の

容認がもたらしてきた諸問題の研究を行う。韓国における混合診療の容認が韓国の医療に

与えた影響を分析することは日本の混合診療の議論に重要な一石を投じる重要な研究にな

ると確信する。 

 本論文の構成は以下のとおりである。 

第２章において，韓国における混合診療の容認が韓国の医療に与えてきた影響は何かを

明らかにする。第３章において，1990 年代以降に試みられた医療分野の構造改革，規制緩

和の内容および経過について日本と韓国の比較を行い，その特徴を明らかにする。第４章に

おいて，平等型の医療制度の実現のためにはどのような医療保険制度が望ましいかを明ら

かにする。第５章において，日本における混合診療をめぐる議論に欠落していた課題は何か

を明らかにする。第６章において，韓国の医療保険財政の実態はどうなっているかについて

明らかにする。第７章において，公的医療保険における医療財源問題に解決策はあるかを明

らかにする。第８章において，結論を述べる。 

 

[注] 

（１）ベッカー（Becker）の人的資本とグロスマン（Grossman）の健康投資について要約

するにあたり，細谷圭・増原宏明・林行成[2018]第 11 章を参考にした。 
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第２章 韓国における公的医療保険と混合診療 

 

第１節 問題提起と先行研究の検討 

韓国と日本の公的医療保険は被用者保険と地域保険の二本建てによる国民皆保険が採ら

れており，基本的な骨格がきわめて類似している。[表２－１]はいくつかの OECD 諸国に

おける医療財源別医療支出を比較したものである。周知のように医療財源においてスウェ

ーデンやイギリスは政府支出の比率が高いのに対し，アメリカは私的負担の比率が高く，韓

国は日本やドイツと同様に社会保険の比率が高いことが確認できる。しかしドイツや日本

と同様に医療財源を社会保険中心に賄うという医療財源構造をもっていながら，韓国はド

イツや日本と比較してはるかに私的負担つまり利用者負担と民間医療保険の合計の比率が

高い[表２－１]。 

 

 [表２－１ いくつかの OECD 諸国における医療財源別医療支出（2010）]    単位：％ 

 政府 社会保険 私的負担 

イギリス ８８．５    ０ １７．４ 

日本 ９．４ ７２．５ １８．１ 

スウェーデン ８１．９    ０ １８．１ 

ドイツ ６．７ ６９．０ ２４．３ 

韓国 １２．２ ４５．８ ４２．０ 

アメリカ ４８．４    ０ ５１．６ 

注：私的負担は利用者負担と民間医療保険の合計。 

（出所）OECD データより松田亮三[2016]が作成した図を筆者が表として再構成 

    [表１－３]を再掲載 

 

第２章ではこのように韓国と日本の公的医療保険は被用者保険と地域保険の二本建てに

よる国民皆保険が採られており，基本的な骨格がきわめて類似しているにもかかわらず，な

ぜ韓国は日本と比較して医療財源における公的負担の比率が低く，私的負担の比率が高い

かについて検証を行う。そしてこれをふまえて混合診療の容認の可否が両国の医療にどの

ような影響を与えたかを検証する。 

本論文の主要な主題の一つである混合診療は，厚生労働省が用いている「保険診療と保険

外診療の併用」と定義する。混合診療は日本において原則として禁止されてきたが，混合診

療の解禁をめぐり1980年代から熾烈な議論が繰り広げられ，多くの研究が発表されてきた。

一方，1977 年に公的医療保険制度が始まった韓国においては，当初から混合診療が容認さ

れ，現在に至っており，この容認は韓国において様々な問題を引き起こしてきた。韓国で混

合診療の容認がもたらしてきた実態は，日本において混合診療の是非を議論するにあたり，

大いに参考になると思われるが，現在までこれについての研究は日本においてほとんど行
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われてこなかった。また韓国では混合診療の容認に起因する過剰診療などの諸問題は議論

されてきたが，混合診療の容認が当然のこととして受けとめられてきたためか，それらの諸

問題を混合診療の容認に起因する問題として議論されてこなかった。そこで第２章では，韓

国と日本の公的医療保険の給付の実態について比較し，韓国と日本で給付水準における差

が生じた要因について検証する。これをふまえて韓国において公的医療保険給付率の低さ

と混合診療の容認が引き起こしてきた実態について具体的に明らかにし，その問題点の本

質について考察する。 

韓国の混合診療についての先行研究は，日本では金明中[2015]をはじめとする金明中の一

連の論文以外にはほとんどない。金明中[2015]は韓国の混合診療の歴史的な背景や現状を適

切に述べており，この論文からは一定程度の事実は把握できるが，韓国の医療において混合

診療の容認がもたらしてきた深刻な諸問題についてはほとんど述べられていない。韓国に

おいては混合診療を主題にした論文は皆無で，チョン ヒジョン他[2011]が論文の一部で混

合診療について述べているにすぎない。混合診療の容認は韓国の医療にとり核心的な課題

の一つであるが，金明中[2015]，チョン ヒジョン他[2011]はこのような核心部分にせまっ

ていない。以上をふまえ，本論文はこれらの先行研究が明らかにしてこなかった韓国の混合

診療の容認が韓国の医療に与えてきた核心的な問題点を明らかにする。 

 第２章では韓国の公的医療保険の給付の実態と混合診療を中心に研究を行うので，日本

の状況について日本ではすでによく知られていることは韓国と比較を行うための必要最小

限にとどめる。 

 

第２節 韓国における公的医療保険制度の歴史 

２－１ 公的医療保険の開始，成長期（1977 年～2003 年） 

 第２章において韓国の公的医療保険給付に関する研究を行うにあたり，韓国における公

的医療保険について知るためには歴史的背景の理解が不可欠である。そのために，日本では

ほとんど知られていない韓国の公的医療保険の形成の歴史について整理を行う⁽¹⁾。 

日本による植民地支配（1910 年～1945 年）を経て，1948 年に大韓民国の建国が宣言さ

れた。韓国初代大統領の李承晩大統領（1948 年～1960 年）の失脚後，クーデタにより政権

についた朴正煕政権（1961 年～1979 年）の下で 1963 年に医療保険法が制定されたが任意

加入を原則としたこともあり形骸化した。韓国における強制適用の公的医療保険は，1977

年に 500 人以上の事業所を強制適用対象に 86 の職場保険組合の約 300 人の被用者とその

家族を対象に職場医療保険が開始されたのがその始まりになる。これに先立ち朴正煕大統

領は 1973 年年頭記者会見で「70 年代後半に医療保険制度を導入する」と述べた。キム ヨ

ンミョン[1993]は，1977 年の公的医療保険の開始は，資本の利益を代表する全経連，労働

を代表する韓国労総，医学協会などに押されてなされたものではなく，政府が主導して決定

したものであると述べている。そしてその理由として経済成長優先により問題化した不平

等の深化を国家的次元で緩和するためであったとして，次のキム ヨンリョムの証言を紹
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介している。 

 

「3 次にわたる成長第一の 5 カ年計画を成功的に遂行して世界的に類例を探すのが困難な

高度成長を成し遂げたが，その間高度成長による経済的・社会的不均衡が現れ，このような

不均衡を是正することが，やがて継続的な経済発展を可能にする原動力になるという見地

から朴大統領は 1977 年を始まりとする 4 次経済開発 5 カ年計画からは社会開発を並行し

ていく，特に社会開発の基礎である医療保険政策を必ず施行するという方針を立てた。」（キ

ム ヨンリョム[1990]，翻訳は筆者）。 

 

 さらに 1970 年代前半に北朝鮮との南北対話が活発化する中で，北朝鮮との体制比較が避

けられなくなったことも，朴正煕政権が公的な医療保険を開始する動機になったと多くの

韓国の専門家が指摘している。1972 年に「7・4 南北共同宣言」が採択され，「各分野にわ

たる南北交流」が活発になると，離散家族の相互訪問が行われ，合計 45 回の会議が開かれ

た南北赤十字会談における「社会福祉的意味」が注目される中で，相互訪問をする人々に両

体制の比較への関心が高まった。当時，北朝鮮では保険医療，義務教育など，全国民を対象

とした社会保障制度，教育制度が整備されており，北朝鮮側が社会福祉部門における自分た

ちの優位を誇った。このような北朝鮮との体制の優劣をめぐる対抗意識が朴正煕政権によ

る公的医療保険を実質的な開始に強い影響を与えた⁽²⁾。 

以上の点を総合すると，韓国において公的医療保険が開始された動機は，「不均衡の是正

による継続的な経済発展」と「北朝鮮との対立における優位性の確保」にあった。これは韓

国における公的医療保険の初期における性格を決定づけた。つまり医療保険の保険者は政

府ではなく，企業ごとに作られた医療保険組合であり，各組合は法律の範囲内で，保険料率

や給付内容を決めることができる「組合管掌」であった。また公的医療保険の適用者がきわ

めて限定され（8.62％），その適用者が経済的に恵まれた層から適用されるなど公平性に欠

いた。さらに医療費において公的医療保険が負担する給付水準は低く，公的医療保険への国

庫支援がなされず，職場医療保険の管理さえも保険料で賄われた。そして初期段階から混合

医療が認められた。 

当初，このように開始された健康保険はその後，拡大の方向にむかう。 

1979 年には公務員・教職員医療保険制度が本格的に施行され，職場健康保険が 300 人以

上の事業所に拡大，同年に朴正煕が暗殺された後に実権を握った全斗煥政権（1980 年～

1988 年）のもとで 1981 年には地域医療保険のモデル事業が開始された[表２－２]。この時

に負担能力が低い農漁村および都市地域の自営者を対象に管理運営費と保険給与支出に対

して初めて国庫支援が入った。しかしこれが試験的なモデル事業であったために，この時点

でこの国庫支援の対象となったのは人口の 0.47％にすぎなかった。その後も職場健康保険

は拡大され，1986 年には 5 人以上の事業所にまで拡大，同年に全斗煥政権は国民皆医療保

険の実現を正式に表明した。しかし 1987 年 6 月におこった民主化闘争により，全斗煥政権
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は倒れ，韓国における軍事独裁政権は終焉をむかえた。1988 年 1 月に 826 万人の農漁民と

その家族に初めて公的医療保険が適用され，1981 年に地域保険がモデル事業として始めら

れた時に 0.47%であった保険適用率は 1988 年には 16.05%に急伸し，ようやく地域保険が

本格化した[表２－２]。職場保険から始まった韓国の公的医療保険は，これにより「職場保

険」と「地域保険」を二本柱とする現在の制度の基礎が確立した。それにともないこの時に

なってようやく本格的な国庫補助が公的医療保険になされることになった。そして次の盧

泰愚政権（1988 年～1993 年）の下で 1989 年に都市部地域医療保険が実施されることで，

ついに全国民が公的医療保険に加入する医療皆保険が実現した。 

 

[表２－２ 韓国における公的保険適用率]                 単位：％ 

 公教医保 職場保険 地域保険 合  計 

1977 年    － 8.62    － 8.62 

1979 年 8.11 12.93    － 21.20 

1981 年 10.27 18.70 0.47 29.69 

1987 年 10.50 36.01 0.76 51.13 

1988 年 10.74 38.76 16.05 68.87 

1989 年 10.12 37.38 42.88 90.39 

1999 年 10.37 35.97 50.08 96.42 

注：公教医保は公務員・教職員医療保険。 

（出所）李蓮花（[2011]，p.186）。韓国保険連合会「医療保険統計年報」をもとに李蓮花が

作成した資料を筆者が再構成。  

 

李蓮花は，韓国における国民皆保険の実現が，「政治的民主化の結果ではなく，民主化移

行の『なか』で行われ，政権側の『上からの防御』であった」と述べつつ，「最も重要なの

は，両者（筆者注：韓国と台湾）の皆保険の実現がいずれも政治的民主化の過程の『なか』

で実現した」（李蓮花[2011]，p.182）と台湾と同様に韓国における国民皆保険と民主化との

関連を強調している。1987 年 6 月の民主化闘争の後，1988～89 年にかけて「医療保険是

正運動」が展開された。李蓮花はこの是正運動を韓国社会政策史上初めての下からの全国的

社会運動であったと述べている（李蓮花[2011]，p.139）。1988 年 6 月には全国農民協会な

ど農民団体，教会貧民医療協議会など貧民団体，人道主義実践医師協議会など医療関係者団

体など 10 団体を中心に「全国医療保険対策委員会」が結成され，次の内容を骨子とする宣

言文を採択した。 

１ 健康は国民の権利である。 

２ 医療の商品化を排撃する。 

３ 現行医療保険制度は「貧しいものを収奪する制度である」。 

４ 医療保険の統合一元化を達成する。 
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この宣言のうち「医療の商品化」を批判したことは，その後の歴史を予見したもので注目

に値する。またここで掲げられた「医療保険の統合一元化」がその後，医療保険制度の改善

にむけた主要な主題になる。このように 1960~1980 年代にかけて続いた軍事独裁政権を打

倒した民主化運動に押される中で，1977 年の創設以来なされてこなかった健康保険への国

庫支援が本格的に実現し，国民皆保険が達成された。しかし 1980 年代末の公的医療保険の

給付水準は 3 割強にすぎなかった。 

1989 年に国民皆保険が実現して以降，健康保険の管理運営体系，財政運営の統合にむけ

た議論が活発化し，1999 年には金大中政権の下で「国民健康保険法」が国会で成立し，こ

れにより，管理運営体系，財政運営の統合推進する基盤が整った。2000 年にすべての管理

運営業務が国民健康保険公団に一元化され，2003 年には廬武鉉政権の下で財政の一元化が

行われ，完全に一元的な医療保険システムへ移行した。そして 1980 年代末に 30%強という

低水準であった給付水準は 2005 年には 61.8%まで向上した。 

このように公的医療保険は，1977 年に開始されて以降，2003 年までほぼ一貫して成長拡

大してきた。1977年開始時には8.62％にすぎなかった公的保険適用率は，段階的に拡大し，

1989 年には国民皆保険が実現した。1977 年～1989 年は公的保険適用率の拡大期であった。

そして 1989 年以降は，30%に過ぎなかった給付水準が 2005 年には 61.8%に上昇するなど

給付水準が上昇するとともに，懸案であった管理運営体系，財政運営の統合が進み，管理運

営業務が国民健康保険公団に一元化されるとともに，2003 年には財政の一元化が実現した。

このように韓国において公的医療保険を成長させてきた推進力は，民主化にむけた国民運

動であった。1987 年までは軍事独裁政権に反対する抵抗に対する政権側の「上からの防御」

（李蓮花[2011]，p.182）として，1987 年以降は「全国医療保険対策委員会」などの市民，

医療関係者が健康保険の給付水準の上昇や医療保険の統合一元化の実現にむけた推進力に

なった。 

 そしてこのような過程で形成された韓国の医療制度は，日本と同様の次の２本の柱をも

った。第一に，医療機関の営利活動を禁止した。第二に，全国民を対象とした租税と保険料

を財源とする国民皆保険を実現させた。 

 

２－２ 公的医療保険の停滞と医療の市場化（2004 年～2017 年） 

 このように脆弱な水準ではあっても，2003 年まで健康保険の適用率，給付水準の上昇，

組織統合の推進など継続した充実が図られてきた韓国の公的医療保険は 2004 年に新自由

主義的医療改革が始まって以降，さらなる充実にむけた努力が行われなくなり停滞期をむ

かえる。 

 韓国における新自由主義的医療改革は，廬武鉉大統領が 2004 年 1 月新年年頭記者会見で

「金融・医療・法律・コンサルティングのような知識産業も集中育成していく」と発表して

からであるが，これにより「経済成長のために医療を積極活用する」政策への転換が図られ

た。 
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 韓国の公的医療保険は以上のような過程を経て現在に至っているが，1970 年代から現在

まで変質しながらも，以下のような一貫した問題点を孕んできた。 

「経済成長率と国際競争力の維持はあらゆる政策課題を凌駕する至上命題であった。」

（李蓮花[2011],p.102）は韓国において現在まで継続する政府の基本的な考え方である。し

かしこれがもつ意味が 2003 年前後で変質した。韓国において 1977 年に公的医療保険が開

始された動機は，「不均衡の是正による継続的な経済発展」と「北朝鮮との対立における優

位性の確保」にあった。また 1970 年代以降，「圧倒的な成長イデオロギーとその結果とし

ての雇用と家族への福祉依存」こそ「東アジア福祉モデル」の特徴として韓国の医療を含め

た福祉を特徴づけた（李蓮花[2011]）。これは韓国の医療保険の歴史において，1977 年～

2003 年までは「経済成長率と国際競争力の維持が至上命題」であったために，雇用と家族

への福祉依存が進み医療が脆弱であるという結果をもたらした。そして 2004 年以降の新自

由主義的医療改革時代には，「圧倒的な成長イデオロギー」は，本来は「国民のための医療」

を「経済成長のための医療」へと転化させるのを正当化するイデオロギーとして機能するこ

とになった。つまり「経済成長優先の結果，医療制度が脆弱で漸進的な改善に留まった」

（1977 年～2003 年）時代から「経済成長のために医療を積極活用する」（2004 年～2017

年）時代への転換が図られたのである。そして経済成長により財閥が利潤を確保し，低水準

の医療給付と新自由主義的医療改革により庶民生活がおびやかされる状態もまた一貫して

継続してきたのである。 

 

２－３ 韓国の医療保険制度史の歴史区分 

 韓国における公的医療保険および医療財源に関連するに歴史をまとめたものが[表２－

３]である。 

韓国の公的医療保険の歴史は，第１期「健康保険の開始，成長期（1977～2003 年）」，第

２期「新自由主義的医療改革期（2004 年～2016 年）」，第３期「公的医療保険の給付水準拡

大期（2017 年～現在）」に３区分することが可能である。 

 韓国の医療保険は，2004 年 1 月廬武鉉大統領の「医療など知識産業も集中育成していく」

との発表により，新自由主義的医療改革の時代に入った。新自由主義的医療改革においては

民間医療保険の拡大がめざされ，公的医療保険の役割をおさえて，民間医療保険を育成する

ことがめざされたからである。しかし 2017 年 5 月に就任した文在寅大統領（2017 年～）

は，2017 年 8 月に「健康保険保障性強化対策」をうちだした。この「文在寅ケア」といわ

れる一連の医療政策は，廬武鉉政権に始まり，李明博，朴槿恵政権と継続した新自由主義的

医療改革を事実上，中断して，これとは逆に公的医療保険の拡大を図るものある。文在寅は

現在約 60％の健康保険保障率を 2022 年までに 70％まで引き上げるとした。この文在寅ケ

アの詳細については第３章で詳述する。 
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[表２－３ 韓国における公的医療保険制度および新自由主義的医療改革に関する略年表] 

時期区分 大統領 年医療保険制度および医療民営化に関する主要な出来事 

 

 

 

 

 

健 康 

保 険 

の開始， 

成長期 

1977 年  

～  

2003 年 

 

 

 

 

 

 

健 康 

保 健 

の開始， 

健  康

保  険

適 用 率 

の拡大 

1977 年

～  

1989 年 

朴正熙 

 

1963 年 医療保険法が制定。任意加入を原則としたため

に形骸化。 

1977 年 500 人以上の事業所を強制適用対象に職業健康

保健を開始。これにより公的な医療保険が開

始。これへの国庫支援はなし。 

1979 年 公務員・教職員医療保険制度が本格的に施行。職

場健康保健が 300 人以上の事業所に拡大。 

全斗煥 1981 年 地域医療保険のモデル事業が開始。職場健康保

健が 100 人以上の事業所に拡大。 

1986 年 職場健康保健が 5 人以上の事業所に拡大。 

1988 年 地域加入医療保険を対象に本格的な国庫支援が

始まる。 

健康保 

険 の 給

付 水 準

拡大，統

合推進 

1989 年

～  

2003 年 

盧泰愚 1989 年 都市地域自営業者に医療保険が拡大して国民皆

保険が完成。 

金大中 1999 年 「国民健康保険法」が国会で成立。管理運営体系，

財政運営の統合推進する基盤が整う。 

2000 年 国民健康保険公団が発足し，すべての管理運営

業務が一元化される。 

2003 年 財政統合が施行される。これにより健康保険の

組織と財政の完全統合が実現。 

 

 

 

新自由主義的 

医療改革期 

2004 年～2016 年 

 

 

 

廬武鉉 2004 年 廬武鉉大統領が「医療など知識産業も集中育成

していく」と発表。新自由主義的医療改革が開始。 

2005 年 「医療産業化委員会」を設置。民間医療保険の推

進などが打ち出される。 

李明博 2009 年 新自由主義的医療改革の推進計画として「新成

長動力総合推進計画」。 

朴槿恵 2013 年 「4 次投資活性化対策」を発表。 

2014 年 「6 次投資活性化対策」を発表。医療産業化政策

推進の意志を明確にする。 

公的医療保険の給

付水準拡大期 

2017 年～現在 

文在寅 2017 年 8 月に「健康保険保障性強化対策」をうちだし，

60％の健康保険給付率を2022年までに70％まで

引き上げるとした。 

（出所）筆者作成 
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第３節 韓国の公的医療保険制度の現状 

３－１ 公的医療保険制度と二重の死角 

 第２節においては韓国の公的医療保険の歴史について概観したが，第３節では韓国の公

的医療保険の現状について確認を行う。韓国の医療安全網は３段階で構成されている。この

うち２次安全網である医療給与制度は，1977 年に制定された「医療保護に関する規則」に

始まったもので，所得認定額基準で最低生計費以下の世帯を対象に支給され，政府が租税を

財源として医療サービスを提供する公的扶助制度である。この医療給与受給者を除いた全

国民を対象とした健康保険制度が１次安全網として存在している[表２－４]。 

 

[表２－４ 韓国の医療安全網の概要] 

区     分 対象 主要事業 

１     次 全国民 健康保険制度 

２     次 医療給与受給者 医療給与制度 

３     次 緊急資格に該当する者 （医療費中心支援）緊急医療費支援 

 

そ の 他 

公的支援 

  

健康増進基金 疾患中心支援 

一般会計 特定階層中心支援 

民間医療費支援事業 子供の癌，白血病・子供，障害者，老人 

（出所） シン ヨンソク[2012]をもとに筆者が再構成 

 

この全国民を対象とした健康保険制度の財源は基本的に保険料を財源としており，一部

政府からの補助がはいっている。この健康保険制度は，1977 年に職場保険から始まり，職

場保険は保険料を使用者と労働者が折半して支払う。また職場保険に加入していない国民

のために後に地域保険が整備され，国民皆保険が実現している。また韓国では公的医療保険

に加えて，民間の医療保険が発達しており，これについては第３節で述べる。 

 

[表２－５ 韓国の医療保険の現状] 

民間保険  民間保険  民間保険 

公的保険 公的保険 

対象除外 

地域保険 

（本人が保険料全額負担） 

職場保険（＋その被扶養者） 

（使用者と保険料折半） 

（出所）筆者作成 

 

 このような国民皆保険制度が整備されているにもかかわらず，韓国には実質的に医療か

ら排除された人々が存在しており，これが公的医療保険における死角である⁽³⁾。そしてそ

の公的医療保険における死角が二重に存在しており，この二重の死角を解消して全国民が

必要な医療を受けられるようにすべきであるというが，韓国の専門家のほぼ共通した認識

である。この二重の死角とは，第一に，公的医療保障対象除外による死角で，主には保険料
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滞納により資格停止になり国民健康保険から排除される問題である[図２－１]A。第二に，

韓国の健康保険は給付水準が低いとともに，国民健康保険が適用されない治療の範囲が比

較的広く，このために自己負担金が相対的に多額になり，このために健康保険に加入してい

ても，自己負担分が支払えないために生じる死角が存在する[図２－１]B。 

 

[図２－１ 韓国における医療の死角] 

 

 （出所）シン ヨンジョン[2014]，翻訳は筆者 

 

３－２ 医療保障対象除外による死角 

 医療保障対象除外による死角は，[図２－１]では A に該当し，健康保険制度から事実上，

排除された人々により構成され，その大部分は保険料の長期滞納による資格停止者である。

地域保険加入者の保険料納付義務は世帯が連帯して納付するように規定されており，世帯

が一定期間保険料を滞納した場合，保険給与制限を受けるように健康保険法に規定されて

いる。現在は６回以上，つまり事実上は６か月以上保険料を滞納すると，公的保険給付の制

限を受けるので，６回以上の保険料滞納者は，医療保障制度から事実上排除されることにな

る（４）。2013 年末時点で保険料の長期滞納により健康保険給付が停止されている人は 165

万 5 千人におよび，これは全人口の約 3.2%にあたる。そして滞納世帯の 95%が年所得 1000

保障対象範囲 

 緊急支援等 

医療給与 

給付水準 

健康保険 
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万ウオン未満の低所得層である。 

 国民健康保険の加入形態と長期滞納による公的保険からの排除は，雇用形態，企業規模，

性別により顕著な特徴があり，これが韓国における社会問題を象徴している。 

 まず雇用形態では，非正規労働者が正規労働者より健康保険適用率が低い[表２－６]。 

 

[表２－６ 雇用形態別健康保険適用率（2014 年 8 月）]          単位：％ 

 資格 

停止者 

職場 

加入者 

地域 

加入者 

医療 

受給権者 

職業加入 

 被扶養者 

賃金労働者 1.2 71.4 14.6 0.8 12.0 

正 規 職 0.0 98.9 0.7 0.1 0.3 

非正規職 2.7 38.3 31.4 1.6 26.0 

（出所） キム ユソン[2015]を筆者が一部修正，翻訳は筆者 

 

正規職の 98.9％が職場加入者であるのに対し，非正規職は 38.3％にすぎない。これは事

業主が労働者の保険料を払うのを嫌って非正規職の職場加入を認めないことが主要な原因

であるが，賃金の安い非正規労働者が保険料を払うのを嫌って事業主と談合して職場加入

しない場合もある。職場加入できなかった非正規労働者は地域加入することになる。保険料

の算定は，職場加入は賃金をもとに算定されるのに対し，地域加入は賃金に加えて，世帯人

数，世帯構成員の年齢，資産などを考慮して算定されるので，単純な比較はできないが，全

般的に職場加入のほうが保険料は安い。ということは，賃金の安い非正規労働者のほうが，

職場加入から排除され，地域加入することで，相対的に高い保険料を払っていることになり，

その意味で公的医療保険が逆進的な役割を果たしていることになる。また保険料滞納によ

る資格停止者は，賃金労働者では非正規職のみ 2.7%いるのに対し，正規職ではゼロである。 

  またキム ヨンミョン[2010]は健康保険の長期滞納による資格停止者は，大企業従業員よ

りも零細企業従業員に，男性より女性により多くいることが顕著であることを明らかにし

ている。 

 このような健康保険料の長期滞納により健康保健給付制限をうける低所得層は本来，医

療給与の対象者であるべきである。しかしこれら保険料を払えない低所得層が，医療給与の

対象者になれない重要な理由は扶養義務者規定のために基層生活保障受給者になれないか

らである（５）。基層生活保障受給者でなければ，医療給与対象者にはなれない。家族の中で

一人が就職すれば，扶養義務者基準により受給資格を受けられなくなる。政府資料によると，

所得が最低生計費以下であるにもかかわらず，扶養義務者基準により受給者になれない人

数は 117 万名にのぼる（キム ヨンミョン[2010]）。 

 保険料長期滞納者以外にも，ホームレス，未登録移住労働者，結婚移住女性も国民健康保

険から排除されている比率が高い。 
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３－３ 給付水準の低さと健康保険適用外治療の多さによる死角 

 給付水準の低さと健康保険適用外治療の多さによる死角は，[図２－２]では B に該当す

る。そしてこれは国民健康保険の保険料を支払っていたり，医療給付を受けていても，公団

負担分（A）つまり健康保険の給付水準が低いことにより本人の医療費負担率ひいては本人

負担分（B）が低所得層にとり高額になること，国民健康保険の対象にならない治療の範囲

つまり非給与分部（C）が存在するために本人が全額負担しなければならない治療が比較的

多いために生じている[図２－２]。 

 

[図２－２ 病院医療費の構成] 

        給付部分                 非給付部分 

公団負担分（A） （C） 

本人負担分（B） 

 

・ 給 付：国民健康保険公団で保障する診療費項目で，国民健康保険公団が保障する部   

分（公団負担分）と本人が直接出さないといけない本人負担分で構成される。 

・ 非給付：国民健康保険公団では保障しない診療費項目をいい，選択診療費，上級病室 

との差額，超音波検査費などが該当する。 

（出所）チャン ウンソ[2016]，翻訳は筆者 

 

[表２－２]の非給付部分（C）つまり国民健康保険公団では保障しない診療費項目は非常

に多く，しかも実質的に患者にとり，必要な内容を多く含んでいる。まず日本では公的医療

保険の対象になる検査のうち韓国ではならない検査があり，MRI 検査費などは文在寅ケア

が始まる最近まで韓国の国民健康保険の対象外であった。また選択診療費は大学病院で教

授級医療陣を選択する時に払う費用であるが，大学病院の医師の約 80%が選択診療医師な

ので，大学病院にいけば患者の意志に関係なく無条件に選択診療費を払う場合が多い。上級

病室費は５人以下の病室を使う時に払う費用である。大学病院では６人室が常に不足して

いるので，入院の必要があれば，選択の余地なく上級病室に入るケースも多い。選択診療費

や上級病室費はこのように特別に恵まれた治療をうけるための費用ではなく，多くの場合

は治療に必要な費用であるが，国民健康保険の給付対象になってこなかった。これらの状況

は文在寅ケアにより段階的に改善されつつあるが，文在寅ケア以前は[表２－２]の非給付部

分（C）が非常に多かった。 

 実際の健康保険保障率が，[表２－７]である。日本では本人負担分（B）は，一般的には

3 割であるが，年齢などにより負担が軽減される患者がいるために，平均すると 3 割から下

がり，約 12%程度（2012 年）になっており，これと比較しても韓国における本人負担率の

高さがよくわかる。また[表２－１]の国際比較において，韓国の「政府と社会保険」つまり

公的な医療保険の保障率が 58％と低く，結果として私的負担が 42％とアメリカを除く他の
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OECD 諸国に比べ高いことは，このような健康保険保障率の低さと健康保健適用外診療の

多さからきている。 

 

[表２－７ 健康保険保障率]                    （単位：％） 

区分 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

健康保険保障率 61.8 64.3 64.6 62.2 64.0 62.7 

法的本人負担率 22.5 22.4 21.9 22.6 22.7 21.3 

非給付本人負担率 15.7 13.3 13.5 15.2 13.3 16.0 

 注：保障率は全体医療費中，補綴費，貼薬費，一般買薬費，整形などは除外し，健康保険

で負担する給付費が占める比率 

（出所）国民健康保険公団報道資料，2012 年 2 月 8 日 

 

第４節 韓国における公的医療保険給付率と混合診療 

４－１ 韓国と日本の公的医療保険の比較の視角 

 これまで整理してきた韓国における公的医療保険の発達の歴史と現状をふまえ，第４節

において韓国と日本の公的医療保険給付に関する比較研究を行う。この比較を通して韓国

において国民皆保険が実現しているにもかかわらず，なぜ医療財源における私的負担の比

率が高いかを日本と比較しながら考察する。 

韓国の医療財源において，公的負担の比率が低い理由を検討するにあたり，公的医療保険

の保険料の徴収にかかわる部分よりも，給付にかかわる部分を検討する必要があると考え，

次の３点に焦点をあてて検証を行う。 

  １ 公的医療保険給付治療の自己負担比率 

２ 公的医療保険適用外診療の範囲 

３ 高額療養費制度 

 

４－２ 公的医療保険給付治療の自己負担比率 

 日本と韓国では保険給付治療について自己負担比率が設定されているが，自己負担比率

の制度設計には差異がある。 

まず韓国では入院診療時と外来の自己負担比率が異なるうえ，外来においては診療を受

けた医療機関により自己負担比率が異なる制度設計になっている。韓国では入院診療の一

般患者については，自己負担比率は 20％となっている[表２－８]。また韓国では外来は医療

機関により自己負担比率が異なる設定がなされている[表２－９]。これに対して日本の公的

医療保険給付治療の自己負担比率は，周知のように現役世代が３割で，韓国の２割より高い

[表２－１０]。日本と比較すると韓国は同様か，日本よりも高額の負担が求められる状況に

なっている。公的医療保険給付治療の自己負担比率は制度の違いがあり，単純な比較はでき

ないが，日本と韓国において顕著に大きな自己負担比率の差はない。 



31 

 

[表２－８ 韓国の入院診療時本人負担額] 

区分 本人負担額 単数 

計算 療養給付費用総額 

（高価特殊医療装備総額

および食事代総額除外） 

高価特殊医療装備総額 

（CT，MRI，PET） 

食事代

総 額 

一般患者 20% 外来本人負担分 50% 10 

ウオン 

未満 

切捨て 

６歳未満 

（新生児除外） 

10% 50% 

新生児 

（28 日以内） 

免除 50% 

自然分娩 免除 50% 

（出所）チョン ヒジョン他[2011]に掲載された健康保険審査評価院の資料を筆者が翻訳

して再構成（６） 

 

[表２－９ 韓国の外来一般患者の本人負担額] 

病院区分 所在地 本人負担額 

上級総合病院 すべての 

地域 

診察料総額＋（療養給付費用総額－診察料総額） 

×60/100 

総合病院 洞地域 療養給付費用総額×50/100 

邑・面地域 療養給付費用総額×45/100 

病院級（病院，歯科病院，

漢方病院および療養病

院） 

洞地域 療養給付費用総額×40/100 

邑・面地域 療養給付費用総額×35/100 

医院級（医院，歯科医院，

漢医院および保険医療

院） 

すべての 

地域 

療養給付費用総額×30/100 

保健機関（保健所，保健支

所，保健診療所） 

すべての 

地域 

12000 ㌆超過時 療養給付費用総額×30/100 

12000 ウオン 

以下 

定額（診療科，診療内訳，投

薬日数基準に区分） 

薬局および韓国回帰医薬

品センター 

すべての 

地域 

処方処置 療養給付費用総額×30/100 

直接処置 療養給付費用総額×40/100 

4 千ウオン超過時 0 

（出所）チョン ヒジョン他[2011]に掲載された健康保険審査評価院の資料を筆者が翻訳

して再構成（６） 
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[表２－１０ 日本の公的医療保険の給付水準] 

義務教育就学後から 70 歳未満 ３割 健康保険 

船員保険 

各種共済 

国民健康保険 

義務教育就学前 ２割 

70 歳以上 75 歳未満 

（現役並み所得者） 

２割 

（３割） 

75 歳以上の者および 65 歳以上 75 歳未満の者で，一

定の障がいのある旨の広域連合の認定を受けた者 

（現役並み所得者） 

１割 

 

（３割） 

後期高齢者 

医療制度 

（出所）厚生労働省「厚生労働白書 2013」をもとに筆者が作成 

 

４－３ 公的医療保険適用外診療の範囲  

 公的医療保険適用外診療の範囲は診療項目が数千に及ぶので個々の診療を検討するのは

容易でないが，韓国の状況について次の方法で把握したうえで日本の状況と比較すること

にする。韓国では公的医療保険適用外診療の範囲が非常に広かった。しかし 2017 年 5 月に

就任した文在寅大統領は同年 8 月に「健康保険保障性強化対策」をうちだし，約 60％の健

康保険補償率を 2022 年までに 70％まで引き上げるとし，そのために国民健康保険におけ

る「非給付の解消および遮断」を掲げた。この「文在寅ケア」（７）といわれる一連の医療政

策において，公的医療保険適用外診療の中でも重要度の高い診療項目から段階的に公的医

療保険の適用が実行され始めている。逆にいうとこの文在寅ケアにおいて公的医療保険の

適用が新たに行われた治療を検討すれば，それ以前の韓国の公的医療保険適用外診療の状

況の重要部分を把握することが可能である。文在寅ケア以前の公的医療保険適用外診療の

状況をまとめたものが[表２－１１]である。 

[表２－１１]には日本にない韓国の制度や状況が含まれており，これについて若干の解説

を行う。 

 前述のように選択診療費は大学病院などで選択診療医師つまり教授級医療陣を選択する

時に払う費用であるが，大学病院の医師の約 80%が選択診療医師なので，大学病院にいけ

ば患者の意志に関係なく無条件に選択診療費を払う場合が多い。上級病室差額は５人以下

の病室に入院する時に基本の６人室を使った時との差額である。しかし病院では６人室が

常に不足しているので，入院の必要があれば，選択の余地なく上級病室に入るケースも多い。

選択診療費や上級病室差額はこのように特別に恵まれた治療をうけるための費用ではなく，

多くの場合は治療に不可欠な費用である。さらに韓国においては看護師一人あたりの患者

数が約 25人と多いために看護師が入院患者の食事補助などの生活の補助をほとんど行わな

い。このために入院患者の多くは入院時に家族など保護者が同伴するか，看病人を雇用する

必要があり，看病費はこの看病人に支払う費用である。看病人雇用時には６人室共同看病人

一日２～３万ウオン（≒２～３千円，１円＝10 ウオン換算），個人看病人一日７～８万ウオ

ン（≒６～７千円）の費用が入院費以外にかかり，これに公的医療保険は適用されない。 
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 [表２－１１ 韓国における公的医療保険適用外治療項目と文在寅ケアによる改善] 

 非給付区分 非給付項目 文在寅ケア 

医学的 

非給付 

医学的に治療

の必要性が認

定される非給

付 

 

MRI 

 

超音波 

 

 

CT 

COPD 患者に

対する検査 

 

適応症など 36

項目 

 

その他 3800 項

目の非給付 

全面的給付化および部分給付化推進中 

2018 年から治療に必要な MRI の健康保険 

適用を拡大 

2018～21 年まで治療に必要な超音波の健 

康保険適用が段階的に拡大，2018 年 4 月か 

ら上腹部超音波について健康保険が適用 

CT への健康保険適用が実現 

2018年2月から慢性閉塞性肺疾患（COPD） 

患者に対する検査などが本人負担率 50%で 

健康保険が適用 

2018 年 4 月から適応症など制限的に健康

保険が適用されてきた 36 項目について全

面的に健康保険を適用 

その他，予備給付に指定した後に効果が認

定されたものから健康保険を適用 

選別給付 

（薬剤） 

医学的に有効性が認定される治療薬の本人

負担率を軽減 

新包括報償制 疾病群別に，器官別に適用 

３大非給付（治

療に必要であ

るが，給付化し

なくても，費用

負担外には治

療結果には影

響がない行為） 

指定診療費 

（特別診療費） 

2018 年から選択診療費全面廃止 

上級病室差額

（基本６人室，

特室，１人室，

２人室等費用） 

2018 年 7 月から基本病室を４人室にし，医

学的必要性が認定された場合，２～３人室

全部に健康保険を適用 

看病費 看護看病統合サービスを拡大中 

非医学的

非給付 

美容整形，抗老

化治療など 

美容整形 

抗老化治療 

非給付管理を強化 

漢医学 漢方 非給付漢方貼

薬，施術，治療 

鍼治療と貼薬など医学的有用性が認定され

る項目について健康保険の適用を拡大 

歯医学 歯科給付 クラウン治療な

ど補綴治療，一

部インプラント

など 

歯科治療の中で神経治療など必要性が認定される

部分は収価引上げ，スケーリングだけでなくシー

ラントなど予防口腔保険に健康保険を適用，部分

補綴とインプラントまで健康保険を適用 

注１：韓国では選択診療費，上級病室差額，看病費は３大非給付といわれてきた。 
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注２：新しい診療方法の安全性，有効性の評価は韓国保険医療研究院が担当し，新しい薬剤

や医療機器，医療用品などについては食品医薬品安全処が担当している。また健康保

険に登載をするか否かは，国民健康保険公団・健康保険政策審議会議にて合意の課程

を経て最終決定する。 

（出所）保健福祉部ホームページ（2018 年 7 月 21 日最終アクセス）を参考に筆者が作成 

 

 これに加えて，「医学的に治療の必要性が認定される非給付診療」が文在寅ケア以前は非

常に多岐にわたり，しかも患者の治療にとりきわめて重要でよく行われる MRI，超音波，

CT などの治療，検査が公的医療保険適用外診療になっていた。 

 これに対し日本では医学的に必要な治療はほとんど公的医療保険の給付対象になってき

た。また日本には選択診療費のような特別費用は存在せず，看護師が原則として入院患者に

必要な生活補助を行うために，看護人を入院するにあたり雇用する必要はなかった。 

 このように公的医療保険適用外診療については，日本では医学的に必要な治療はほとん

ど公的医療保険の給付対象になってきたのに対し，韓国では多岐にわたる患者にとり不可

欠な治療が文在寅ケア以前は公的医療保険適用外の状態が続いてきた。 

 

４－４ 高額療養費制度の比較 

 日本の高額療養費制度と同様の制度は韓国にも存在し，韓国ではこれを本人負担上限制

と称している[資料２－１]。 

 

[資料２－１ 韓国の本人負担上限制] 

□ 本人負担上限制とは 

 〇 予期できない疾病などで発生した莫大な医療費負担を下げるために 

  － 1 年間，健康保険本人負担金（非給付，全額本人負担，選別給付，インプラント 

   除外）が個人別上限額を超過する場合，超過額は健保公団で負担 

※ 国民健康保険法第 44 条第 2 項および同法施行令第 19 条 

（出所）保健福祉部，翻訳は筆者 

 

[表２－１２]が韓国における所得別支払い上限で，この 10 数年で所得別支払い上限が大

きく変化してきた。これらを日本と比較すると，2015 年（平成 27 年）基準で最低所得者の

上限が日本の 35400 円に対し，韓国は 122 万ウオン（≒12 万 2 千円，1 円＝10 ウオン換

算）と韓国のほうが日本より自己負担額が３倍以上高い[表２－１２]。 
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[表２－１２ 韓国の本人負担上限制における所得別支払い上限]      単位：ウオン 

所得分位 1 分位 2~3 分位 4~5 分位 6~7 分位 8 分位 9 分位 10 分位 

2004 年 ６カ月間 300 万 

2007 年 ６カ月間 300 万 

2009 年 年間 200 万（下位 50%） 300 万（中位 30％） 400 万（上位 20％） 

2014 年 120 万 150 万 200 万 250 万 300 万 400 万 500 万 

2015 年 121 万 151 万 202 万 253 万 303 万 405 万 508 万 

2016 年 121 万 152 万 203 万 254 万 306 万 407 万 509 万 

2017 年 122 万 153 万 205 万 256 万 308 万 411 万 514 万 

注：2004 年と 2007 年は 7 月，2009 年～2017 年は 7 月。 

（出所）保健福祉部ホームページ(2018 年 7 月 1 日最終アクセス)を筆者が翻訳して再構成 

 

 [表２－１３ 日本の自己負担限度額（70 歳未満の方の区分，平成 27 年 1 月診療分から）] 

所得区分 自己負担限度額 多数該当 

区分ア（標準報酬月額 83 万円以上の方） 

   （報酬月額 81 万円以上の方） 

252600 円 

＋（総医療費－842000 円）×1% 

140100

円 

区分イ 

（標準報酬月額 53 万円～79 万円の方） 

（報酬月額 51 万 5 千円～81 万円未満の

方） 

167400 円 

＋（総医療費－558000 円）×1% 

93000 円 

区分ウ 

（標準報酬月額 28 万円～50 万円の方） 

（報酬月額 27 万円～51 万 5 千円未満の

方） 

80100 円 

＋（総医療費－267000 円）×1% 

44400 円 

区分エ（標準報酬月額 26 万円以下の方） 

（報酬月額 27 万円未満の方） 

57600 円 44400 円 

区分オ 低所得者 

（被保険者が市町村民税の非課税者等） 

35400 円 24600 円 

（出所）厚生労働省ホームページ(2018 年 7 月 1 日最終アクセス) 

 

さらに高額療養費制度について日本と韓国を比較する時に，見落としてはならないのは，

この高額療養費制度が適用される範囲である。韓国の本人負担上限制は，「非給付除外」と

なっている。これは日本でも同様であるが，韓国では公的医療保険適用外の範囲が非常に広

いのに対し，日本ではおよそ必要な治療はほとんど公的医療保険が適用される。そのために

日本では高額療養費制度において非給付診療が徐外されても大きな問題は生じにくい。し

かし韓国では文在寅ケア以前は超音波，MRI など治療に不可欠な項目が公的医療保険適用
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外であり，これに本人負担上限制が適用されないために，必要な治療をするたびに高額の費

用の支払いが求められる。つまり韓国の本人負担上限制は上限額が日本よりも高いことも

大きな問題であるが，それ以上に本人負担上限制が適用されない公的医療保険適用外の支

払いが患者にとりより大きな負担になる。 

 

４－５ 韓国における公的医療保険と混合診療 

第２章で行ってきた日韓比較に[表２－１]の医療財源別医療支出の数字を加えてまとめ

たものが[表２－１４]である。[表２－１４]の医療財源における公的負担比率の韓国の低さ

は第２節で日本と比較してきた「給付治療の自己負担比率」，「公的医療保険適用外の範囲」，

「高額療養費制度」が総合的に反映されたものである。 

 

[表２－１４ 韓国と日本の公的医療保険の比較] 

 韓国（文在寅ケア以前） 日本 

給付治療の 

自己負担比率 

入院－一般 20%，児童 10％ 

通院－30～60％強 

一般は 30％，児童と 70～75 歳は

20％，75 歳以上は 10% 

保険適用外診療 必要な治療の非給付の範囲が広い 必要な治療はほとんど給付 

高額療養費制度 最低所得者の自己負担限度 

122 万ウオン（≒12 万円） 

最低所得者の自己負担限度 

35400 円 

医療財源におけ

る公的負担比率 

公的負担率－約 58% 

本人負担率－約 42% 

公的負担率－約 81.9% 

本人負担率－約 18.1% 

（出所）本論文[表２－８]～[表２－１３]をもとに筆者が作成 

 

 では日本と比較して韓国の医療財源における公的負担比率の低さは，主に何が原因で生

まれたものであろうか。まず「給付治療の自己負担比率」は総合すると顕著な違いはなかっ

た。これに対し，「公的医療保険適用外の範囲」は日本では必要な治療は公的医療保険の給

付対象になっているのに対し，韓国では多くの重要な治療が給付対象になっていない。さら

に「高額療養費制度」においても，韓国のほうが日本と比べ，本人負担限度額が高い上に，

公的医療保険適用外治療が高額療養費制度の対象外であるために，韓国は重要な治療が高

額療養費制度を利用して負担軽減できない状況にあった。以上の分析から日本と比較して

韓国の医療財源における自己負担比率の高さは韓国の公的医療保険適用外の多さが原因で

あるという結論をだすことが可能である。 

 それでは日本と韓国においてこのような公的医療保険適用外診療の範囲の顕著な差が生

じた理由は何だろうか。その答えは次に述べる３点より説明が可能である。第一に，看病人

に支払う看病費である。日本では入院時の看病費の心配はないが，韓国における入院時の看

病費支払いは入院患者にとり大きな負担であるが保険適用外になってきた。第二に，韓国に

おける選択診療費の制度である。この制度も日本にはなく，患者にとり少なくない負担であ
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るが保険適用外になってきた。第三に，混合診療の容認の可否である。日本では混合診療が

原則禁止されてきたのに対し，韓国では 1977 年に公的医療保険が導入された初期からこれ

が容認されてきた。このために韓国では安全性，有効性等が確認され，傷病等の治療に対し

て必要かつ適切な医療が登場しても，すぐには公的医療保険の適用がなされず，多岐にわた

る治療に必要な処置が公的医療保険の適用を受けない状態が継続してきた。これに対し，日

本では混合診療が原則禁止されてきたので必要かつ適切な医療であれば比較的速やかに保

険導入が行われてきたために，韓国においてみられるような膨大な公的医療保険適用外診

療が生じてこないできたのである。 

 

[図２－３ 混合診療が解禁されると] 

 

（出所）日本医師会[2007]『混合診療についての日本医師会の見解』社団法人 日本医師  

会 

 

 混合診療の容認が公的医療保険適用外診療の範囲を拡大させる因果関係については，日

本医師会がすでに公開している文書と資料が適切かつわかりやすく説明している。日本医

師会は『混合診療についての日本医師会の見解』[2007]において「混合診療解禁の問題点」

について３点を述べているが，その一つとして次のように述べている。 

 

「『混合診療』が解禁され，新しい医療技術等は自己負担という流れができると，新たな医

療技術等を保険下に組み入れようとするインセンティブが働きにくくなり，その結果，公的
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保健給付範囲が縮小する恐れがある。」（日本医師会[2007]）。 

 

[図２－３]における「現状」が日本の状況，「混合診療が解禁された場合」が韓国の状況で

ある。まさに日本医師会が恐れていたことが，現実として韓国でおこり続けてきたわけであ

る。 

 

第５節 韓国において混合診療の容認が医療に与えた影響 

５－１ 実損型民間医療保険の拡大 

 第２節で韓国において公的医療保険適用外診療の範囲が広いことを述べたが，この広範

囲にわたる公的医療保険適用外診療は韓国において実損型医療保険の拡大をもたらした。

[表２－１５]は日本と韓国の民間医療保険の加入率であるが，民間医療保険の加入率は，日

韓ともに非常に高い。しかしここで留意しなければならないのは，日本における民間医療保

険の加入率は非常に高いが，その大部分は定額型の医療保険であるという点である。日本に

おいては長年，実損型医療保険はそもそもほとんど販売されてこなかったし，近年になり販

売されてはいるが，その商品の種類は定額型と比較して極端に少なく，現在にいたるまで販

売件数が非常に少ない。先行研究も，「日本で販売されている医療保障商品は必ずしも実際

の医療費に基づいて給付額が決定されているわけではなく，実際の医療支出を補償する実

損補償型（indemnity）となっていないことが最大の特徴である。」（田近栄治，菊池潤[2012]，

p.37]，「現実の医療商品も，かかった治療費に対して支払うという給付形態をとっているも

のは『医療保障保険』などごく一部であり，大部分の商品は入院や手術，傷病による特定状

態の発生に対して，1 日当たりの定額給付金や一時金を支払うものになっている」（丹下博

史[2006]，p.86）と実損型医療保険が日本において普及していないことを指摘している。 

 

[表２－１５ 民間医保険加入率の日本と韓国の比較] 

 韓国 日本 

民間医療保険 80.4％（2012 年，韓国医療パネル） 91.7％（民保加入世帯，平成 27 年） 

実損型医療保険 66.3％（2014 年，金融監督院） 統計なし（非常に少ないと推定） 

注：日本の医療保険・医療特約の加入率は民保（かんぽ生命を除く）に加入している世帯 

が対象，日本の民保加入率は 78.6％。 

（出所）韓国医療パネル，金融監督院（韓国），「生命保険に関する全国実態調査」（平成 27

年度速報版，生命保険文化センター）をもとに筆者作成 

 

 これに対し韓国では，従来は定額型医療保険が日本と同様に主流であったが，過去 10 数

年間に実損型医療保険の加入率が急速に上昇し，2014 年には 66.3％に達し，「第２の国民

健康保険」といわれることさえある。では，なぜ日本では実損型医療保険は普及してこなか

ったのに，韓国ではこれほど普及したのか。それは本論文の第２節で述べた公的医療保険の
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補償率の差によるものとしか考えられない。つまり日本の場合，現役層の医療費の自己負担

は 30%で，医療費が高額になっても高額療養費制度があるために，医療費の実費について

は心配の必要が小さいので，実損型に加入する必要はないが，入院時の所得が失われる不安

に備えて定額型医療保険の加入率は上昇してきた。しかし韓国では高額療養費制度がある

が，公的医療保険適用外診療はその対象にならないので，医療費の実費が高額になることへ

の不安が実損型医療保険の加入率を上昇させてきたのである。つまり「看病費，選択診療費，

混合診療の容認➡公的医療保険適用外診療の拡大➡実損型医療保険の加入率の上昇」が韓

国においておこってきたのである。 

 

５－２ 若年型甲状腺癌 

 混合診療と実損型医療保険は，韓国に若年型甲状腺癌の過剰診療を引き起こしてきた。若

年型甲状腺癌の過剰診療について大阪大学の研究チームは次のように述べている。 

「最近，甲状腺がんにおいて転移能・侵潤能などがんとしての性質を持っていながら，なぜ

かある程度で成長を止めてしまうため一生患者に悪さをしないものが多数存在することが

証明されるようになりました。これらのがんを若年型甲状腺がんとよびます。このようなが

んをあまり早い時期に見つけてしまうと，患者に本来不要であった手術を施してしまうこ

とになります。これが過剰診療です。」「甲状腺がんの超音波検査は検出感度が高すぎるため

手術が不要な小さながんを見つけてしまう弊害が大きく，世界的にも超音波検査による甲

状腺がん検診はしてはいけないことになっています。（中略）韓国では 2000 年ころより甲

状腺の超音波検査が導入され多数の小さな甲状腺癌が見つかった結果，甲状腺癌の手術が

急増しました。」[大阪大学大学院医学系研究科甲状腺腫瘍研究チーム・ホームページ，2018

年 7 月 20 日アクセス] 

 

[表２－１６ 男女標準人口 10 万人当たり甲状腺癌発生率]          単位：％ 

国 男性 女性 国 男性 女性 国 男性 女性 

イギリス 1.2 3.8 ドイツ 2.6 4.5 フランス 5.1 15.6 

スウェーデン 1.4 4 カナダ 4.2 14.6 韓国 10.9 59.5 

日本 1.7 4.4 アメリカ 4.6 11.5 世界平均 1.5 4.7 

（出所）国際癌研究所（2008 年），筆者が表として再構成。 

 

[表２－１６]は甲状腺癌発生率の国際比較であるが，韓国の甲状腺癌発生率は異様に高い。

韓国では医療機関が甲状腺癌超音波検査を薦めてきた結果，若年型甲状腺癌が高い比率で

発見されてきた。若年型甲状腺癌の過剰診療は世界のどの国でも起こり得るのに，なぜ韓国

ではこれほど甲状腺癌発生率が高いのだろうか。そこには次に述べる韓国の事情が存在す

る。 

 韓国において甲状腺癌の薬物治療と手術治療は両方とも保険給付対象である。しかし手
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術をする時に，腫瘍切除手術は給付対象であるが，頸部皮膚を縫合する時に手術の傷跡を残

らないようにする整形外科的な方法で手術を行うことは公的医療保険の給付対象になって

いない。このような場合，韓国では混合診療が容認されているので患者は非給付部分だけを

自己負担すればよい。整形外科的な手術方法のような非給付診療は医療機関が手術費用な

どの治療費を自由に設定できるために，診療価格が公的に定まっている給付診療に比べ，超

過利潤を含んだ価格設定が可能になり，医療機関に高収益をもたらす。そのために医療機関

には，他の検査を行ったついでに，甲状腺癌の検査を積極的に患者に薦め，甲状腺癌が発見

されれば，手術を薦める強いインセンティブが働くことになる。さらに韓国においては保険

非給付の費用の 80～90%を保障する実損型医療保険への加入が普及しているために，加入

者は公的医療保険の非給付の支払いについて費用の心配がなく，医師からの検査や手術の

強い薦めを拒絶する理由はない。つまり非給付診療を行うことによる超過利潤を求める医

療機関，実損型医療保険加入による医療実費支払いへの患者の抵抗感の低さ，政府による混

合診療の容認が重なって，韓国において若年型甲状腺癌の過剰診療が横行してきたのであ

る。そして甲状腺癌発見のために医療機関が超音波検査を患者に薦める傾向が強いために，

国際水準と比べて異常に高い甲状腺癌の発生率の高さが生み出されてきたのである。 

問題を明確にするために，この問題がなぜ，日本ではおこらず，韓国において深刻化した

かを検証する。第一に，そもそも日本では甲状腺癌の手術に必要な処置はほとんどすべて公

的医療保険の給付対象になっているので，日本の医療機関が甲状腺癌の手術を行うことで

超過利潤をえる余地が小さい。第二に，日本では混合診療が原則禁止されているために，保

険診療と利益率の高い保険外診療を併用することはできない。甲状腺癌の手術自体は韓国

でも保険診療なので，それにともなう整形外科的な縫合処置などの保険外診療との併用が

可能でないと，医療機関が超過利潤の確保を目的に，若年型甲状腺癌患者に手術を薦める動

機が弱くなるからである。第三に，日本では実損型医療保険への加入が皆無に等しいので，

高額な非給付診療を受けることに患者は躊躇する余地があり，本当に若年型甲状腺癌の手

術が必要か熟慮をうながす。しかし韓国では実損型医療保険の加入率が高いので，加入者の

自己負担が微々になるために，過剰診療を受け入れやすくなる。このように，混合診療の容

認と実損型医療保険の普及の両方が，医師と患者双方に過剰診療へのインセンティブを与

えるのである。しかしその結果は，実に痛ましいものである。 

「それでは，本来手術の必要のない若年者の甲状腺がんを見つけて手術してしまった場合

どのようなことがおこるでしょうか。もちろん，一定の割合で手術の合併症である声がかす

れたり，血中のカルシウムや甲状腺ホルモンが低下したりする問題がおこりえますし，（中

略）非常に長期にわたる通院を余儀なくされるという問題もあります。」[大阪大学大学院医

学系研究科甲状腺腫瘍研究チーム・ホームページ，2018 年 7 月 20 日最終アクセス] 

 

５－３ 帝王切開 

 韓国では諸外国に比べ，帝王切開分娩による出産の比率が高い[表２－１７]。2000 年に
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は中央日報が「なぜ，帝王切開手術 1 位なのか」と題する社説をかかげた。 

「今回の調査でも正常分娩をした産母は平均 2.9 日入院したが，帝王切開は 7.2 日と入院日

が 4.3 日長くなり，診療費もまた正常分娩時が平均 33 万ウオンであるが，帝王切開時は平

均 86 万になるとわかった。」「医師が受け取る点数価格が正常分娩の場合，5 万 7 千ウオン

であるが，帝王切開の場合は 18 万ウオンになる。」（中央日報[2000]，2000 年 7 月 8 日社

説，翻訳は筆者]） 

 

 [表２－１７ 帝王切開分娩率の国際比較]               単位：％ 

 2002 年 2005 年 2008 年 2011 年 

日  本 一般病院 17.9 21.4 23.3 24.1 

一般診療所 11.9 12.8 13.0 13.6 

韓        国 39.3 37.1 36.3 36.4 

アメリカ   －   － 32.5(2009 年) 

フランス   －   － 20.0(2009 年) 

OECD 平均   －   － 25.8(2009 年) 

（出所）OECD Health at a glance 2011，「2012 年度帝王切開分娩適正性評価結果」

（韓国保険診査評価院），厚生労働省ホームページをもとに筆者が作成 

 

これには次の述べるような背景が存在する。韓国では帝王切開は保険給付対象であるが，

点数が正常分娩や誘導分娩より高く，入院期間も正常分娩は 1 日と認定されているが，帝

王切開分娩は 7 日まで入院が認定されている。さらに帝王切開は保険給付の他に，非給付

である全身麻酔を使用したり，各種の材料費を追加的に非給付として請求することができ

るために，平均価格が正常分娩の５倍ほどになる。韓国では混合診療が容認されてきたため

に，この給付と非給付の診療を併用することが可能であり，非給付診療の価格を医療機関が

設定できるために超過利潤が発生する余地ができる。このために韓国では医学的な判断よ

り医療機関の超過利潤確保のために若干の異常が認められれば帝王切開手術を誘導する傾

向が強い。帝王切開の比率を上昇させる要因として，正常分娩による医療事故の回避や高齢

出産の増加など他の要因も考えられる。日本において近年，帝王切開の比率が高くなってき

ているのは，このような要因も重なったことによるものと考えられる。しかし正常分娩によ

る医療事故の回避や高齢出産の増加では，日本と韓国において[表２－１７]にみられるよう

な顕著な比率の格差が生じた理由の説明がつかず，このような差異が生じた根本要因とし

ては混合診療の容認の可否以外の理由はみあたらない。それでも帝王切開率と混合診療の

可否の相関関係は議論の余地が残るが，確実なことは混合診療の容認による保険非給付診

療による超過利潤が韓国の医療機関に帝王切開へのインセンティブを与えてきたことであ

る。帝王切開は麻酔による合併症の発生率が高く，分娩中の死亡率も自然分娩に比べ高く，

手術による子宮感染，出血の懸念があり，産婦の回復が遅い。 
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５－４ 韓国において混合診療がもたらした実態についての考察 

 以上の混合診療がもたらして諸事実をふまえ，混合診療が医療にどのような影響を与え

るかについて考察する。 

 第一に，混合診療は過剰診療を誘発し，適切なサービスの配分をゆがめる。前節では若年

型甲状腺癌や帝王切開の実態について述べたが，重要なのは医師や医療機関の倫理の問題

もさることながら，混合診療の容認と実損型医療保険の拡大が過剰診療を行うインセンテ

ィブを生じさせることである。保険適用外診療は自由に価格設定を行うことができるので

医療機関は超過利潤が見込め，患者は実損型医療保険に加入しているので実費負担が軽減

されることになり，医師と患者の双方に過剰診療が行われることへのインセンティブが働

く。本論文では若年型甲状腺癌や帝王切開のような国際比較において問題が顕著で，患者へ

の負担が深刻な事例を紹介したが，過剰診療を促すインセンティブが存在する以上，過剰診

療は多岐にわたり発生するのである。実際に韓国では，医療機関が公的医療保険の非給付の

マッサージを積極的に薦める傾向があり，実損型医療保険の加入している患者は経済的な

負担が少ないのでこれを安易に受け入れ，医療機関の収益源の一つになっている。 

 さらに混合診療が過剰診療のインセンティブを与えることは，混合診療が公的医療保険

の支出を増大させることを意味する。混合診療は過剰診療を促し，患者にとり必ずしも必要

のない医療を拡大させるが，混合診療が容認されていると過剰診療の給付費用は公的医療

保険からも支出されることになる。したがって論理的に混合診療の容認による過剰診療の

横行は公的医療保険の支出も増大させる。「公的部門の市場化は適切な資源配分をもたらす」

と新古典派経済学は説くが，この問題に関しては資源配分のゆがみをもたらす。 

第二に，混合診療により国内総生産（GDP）などの経済指標は改善するが，社会的厚生は

向上しないどころかかえって悪化する。混合診療の容認により，実損型医療保険の販売が拡

大することは民間保険会社に新たな収益を生み，過剰診療は医師や医療機関の収益を増大

させ，GDP などの指標は上昇し，経済成長率を上昇させる結果を生むのは事実である。そ

れ故に経済的な利潤の確保を求めて日本の産業界やアメリカから混合診療の全面解禁の主

張が繰り返しなされてきたのである。しかし GDP の拡大や経済成長率の上昇と医療におけ

る社会的厚生の改善はこの場合，連動しない。公的医療保険の保険適用外診療の増加による

実損型医療保険の販売の拡大は，公的医療保険が民間医療保険におきかえられただけで，医

療における社会的厚生が改善するわけでない。 

これは河川，湖沼が汚染されることにより公共の水道水の質が低下した結果，市場から市

販のミネラルウオーターを買うのと似ている。市販のミネラルウオーターの販売の拡大は

飲料メーカーの収益を増大させ結果として GDP を拡大させる，しかし「安価で質の良い公

共の水道水」が飲めなくなったので，市場から「高価なミネラルウオーター」を購入するし

かなくなっただけで住民の生活の厚生が向上するわけでない。混合医療は公的医療保険の

機能を低下させ，市場における民間医療商品の販売を促進し，過剰診療の誘発により医療機

関の収益を改善するが，人々の健康な生活をかえって破壊する。「公共の水道水にかわる市
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販のミネラルウオーターの拡大」や「公的医療保険にかわる民間医療保険市場の拡大」のよ

うに GDP の拡大をもたらすが，国民生活の厚生を向上させない現象は，「虚構の GDP 拡

大」または「虚構の経済成長」とでも呼ぶべき代物である。 

第三に，混合診療は結果として医療から排除される人々を生み，所得，健康状態，年齢に

よる医療アクセスへの不平等を生み出す。混合診療は公的医療保険適用外診療を拡大させ，

実損型医療保険の加入を促進するが，公的医療保険が所得に応じて保険料の設定が行われ

るのに対し，民間医療保険は次のような「給付反対給付均等の原則」により保険料が決まる。 

P=wZ  P：保険料，w：危険度（リスク），Z：保険金 

これは病気になる危険度（リスク）の高い慢性疾患患者や高齢者の保険料が必然的に高額

になることを意味する。さらに実損型医療保険には慢性疾患患者はしばしば加入を拒否さ

れ，加入の年齢制限があるために高齢者は年齢が高くなるほど加入が困難になる。また民間

医療保険は危険度（リスク）と保険金が保険料を算定する基礎的な基準になるために，低所

得者は公的医療保険の代替として実損型医療保険に加入することは容易でなくなる。さら

に民間医療保険は保険金の額により保障の範囲が異なるために，支払う保険料によりうけ

られる医療の範囲が異なるという保険料による医療格差の問題が発生する。これらは民間

医療保険の善悪の問題ではなく，民間医療保険が本来もつ性質であり，民間医療保険が公的

医療保険の代替になりえないものであるのを示しているにすぎないが，結果として所得，健

康状態，年齢による医療アクセスの不平等を生み出すことは歴然とした事実である。実損型

の民間医療保険の限界はこの他にも存在し，この限界については第４章で公的医療保険と

の比較を行いながら詳述する。 

 第四に，混合診療は医療の営利化を二重にもたらしてきた。まず韓国における混合診療の

容認は公的医療保険適用外の診療項目を拡大させ，これへの不安が実損型医療保険の拡大

を促した。つまり医療財源において公共部門が縮小し，これに伴って民間部門が拡大した。

次に混合診療は医師や医療機関に，医学的な判断を基礎とした診療ではなく，自らの経済的

な利益を最大化させる診療を選択するインセンティブを与える結果をもたらした。つまり

混合診療は保険適用外診療を拡大させ，診療価格の自由設定ができる保険適用外診療によ

る超過利潤の拡大を求める方向に韓国の医師を促してきた。二木立は「韓国の医師会・病院

幹部には，株式会社の医療機関経営や民間保険を利用した保険外診療の大幅拡大の支持者

が少なくないのです。」と述べ，その理由として「韓国の指導的医師の中にはアメリカ留学

経験者が非常に多く，」（二木立[2012]，p.50）と述べている。筆者は韓国の医療従事者が営

利的であるという二木立のこの指摘およびその理由として二木があげている韓国の医療関

係者の「アメリカ『自由診療』への憧憬」に同意する。そしてこれに加え，韓国において混

合診療が容認されてきたことも，韓国の医療関係者を営利的にしてきた要因の一つである。 

 

第６節 小括 

 第２章の結論は以下のとおりである。 
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韓国はドイツや日本と同様に医療財源を主に保険料に依存しているが，医療財源におけ

る公的医療保険給付率はドイツや日本と比較して韓国は低い。このように韓国の公的医療

保険給付率が低い主な原因は保険適用外診療の範囲の多さにあり，看病費，選択診療費，混

合診療の容認が保険適用外診療を拡大させる主要な要因になってきた。 

韓国の公的医療保険給付率の低さと混合診療の容認は以下の状況をもたらした。まず公

的医療保険給付率の低さは実損型医療保険市場が大幅に拡大させた。次に甲状腺癌の超音

波検査が積極的に行われて，若年型甲状腺癌の手術の実施を誘発した。さらに帝王切開が高

い比率で行われる要因になった。 

韓国における公的医療保険給付率の低さと混合診療の容認が引き起こしてきた実態の本

質について，以下の考察を行った。第一に，混合診療は若年型甲状腺癌や帝王切開などにお

ける過剰診療をもらすインセンティブを医師と患者の双方にもたらした。医師は保険適用

外診療の価格の自由設定により超過利潤を確保し，実損型医療保険に加入している患者は

安易に過剰診療をうけいれる結果を生んだ。第二に，実損型医療保険市場の拡大は民間保険

会社に，過剰診療は医療機関に収益の拡大をもたらし，GDP などの経済指標を向上させる

効果をもたらした。しかしこうして生まれた経済指標の拡大は，医療における社会的厚生の

向上とは無関係な「虚構の GDP 拡大」である。第三に，公的医療保険から民間医療保険へ

の代替により低所得者，慢性疾患患者，高齢者の医療アクセスが困難になる不平等が生み出

された。第四に，「公的医療保険にかわる民間医療保険の拡大」及び「医療機関が医学的に

適切な治療でなく，より収益を拡大できる治療を選択する」という二重の医療の市場化をも

たらした。 

以上の考察より以下のことがいえる。 

 第一に，混合診療の容認は民間保険会社などの企業や医療機関の収益を増大させ，GDP

などの経済指標を向上させるのは事実であるが，このような経済指標の向上は国民の医療

厚生の改善に貢献しない「虚構の GDP 拡大」であり，むしろ過剰診療を誘発するなど医療

における社会的厚生を悪化させる。 

 第二に，本論文において示した韓国の実態は，混合診療の全面解禁に反対をしてきた日本

医師会や厚生労働省の主張が正しい具体的な証拠になる。[図２－３]で示した「混合診療が

解禁された場合に，新しい医療等が保険に組み込まれないおそれ」という日本医師会の憂慮

は，混合診療が容認されてきて保険適用外診療が拡大してきた韓国の現実そのものである。

また本論文が示してきた様々な事例は，「混合診療原則禁止処置を撤廃し，保険診療と保険

外診療を制約なく併用できるようにすることは，保険診療により一定の自己負担額におい

て必要な医療が提供されるにもかかわらず，患者に対して保険外の負担を求めることが一

般化し，患者の負担が不当に拡大するおそれがある。」（「規制改革会議「第３次答申」に対

する厚生労働省の考え方」，厚生労働省ホームページ，2018 年 7 月 15 日アクセス）との厚

生労働省の主張が正しい具体的な根拠となる⁽⁸⁾。 

 第三に，本論文は韓国の実態を通じて，混合診療をめぐる日本における議論において取り
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上げられてこなかった実損型医療保険の拡大の重要性を指摘した。日本において「混合診療

の全面解禁が民間医療保険の発達を促す」とは議論されてきたが，民間医療保険の中でも定

額型ではなく実損型医療保険の市場拡大をもたらすことに関する議論は日本では希薄であ

った。したがって混合診療の容認による実損型医療保険の拡大が，医師だけでなく患者に過

剰診療のインセンティブをもたらすことへの危惧については日本において議論の対象にな

ることは少なかった。日本では民間医療保険といえば定額型を意味し，定額型医療保険は入

院１日あたりいくらと給付が定額であるために，過剰診療をうながすインセンティブには

なりえないからである。 

 第四に，医療の市場化における諸研究はアメリカの事例を検証する場合が多いが，日本の

今後を検証するためには，韓国の事例はアメリカより有効である。アメリカと日本は医療制

度がその基本から異なるのに対し，韓国の制度は基本的に日本と類似しながらも，日本より

市場化が進行しているからである。 

 第２章の結論は本論文全体の主題である医療における公共性の視角から以下のように整

理できる。まず韓国における混合診療の容認は結果として公的医療保険が適用される範囲

をせばめ，私的負担と民間医療保険の加入を促した。これは医療財源における公共性を弱め，

市場を拡大する結果を生んだ[図１－２]。次に混合診療の容認による私的負担と民間医療保

険の増加は結果として低所得者，慢性疾患患者，高齢者の医療アクセスが困難になる不平等

が生み，医療における平等消費が弱まり階層消費が進む結果になった。ただし慢性疾患患者，

高齢者は所得が高くても民間医療保険への加入を拒否されたり，加入できても保険料が高

額になるので，所得による階層消費が進むのに加えて，医療における弱者あるいは医療を本

当に必要とする人々の医療アクセスが困難になる結果を生じさせる。 

 

 [注]  

（１）韓国における健康保険の開始にいたる過程および開始された 1970 年代から 1980 年

代の健康保険に関する詳細は，李蓮花[2011]を参照。また本論文は 1970 年代から 1980

年代の韓国の公的医療保険の歴史について，李蓮花[2011]を参考にした。 

（２）北朝鮮との体制の優劣をめぐる対立が韓国の公的医療保険の開始にあたえた影響に

ついては，キム ヨンミョン[1993]を参照。 

（３）公的医療保険において「死角」という言葉は，国民皆保険が実現していながら，実質

的に経済的な理由で医療をうけられない人たちの存在のことである。公的医療保険

において「死角」という言葉は日本ではほとんど使用されないが，韓国では学術論文

などにおいて頻繁に使用されており，本論文ではそのまま用いた。 

（４）2008 年から３回以上滞納から６回以上滞納に変わった。 

（５）基層生活保障受給者とは，日本における公的扶助の受給者をさす。 

（６）現在の韓国では文在寅ケアにより急速に保険適用診療が増大している。韓国における

保険適用外診療について検討するためには，現在の資料よりも文在寅ケア以前の資料
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を掲載するほうが適切であると考え，チョン ヒジョン他[2011]に掲載された健康保

険審査評価院の資料を筆者が翻訳して再構成した。 

（７）文在寅ケアの詳細については，第３章第２節で述べる。 

（８）厚生労働省は「規制改革会議「第３次答申」に対する厚生労働省の考え方」で以下の

ように述べている。 

[資料２ 厚生労働省の混合診療に関する見解] 

 安全性，有効性等が確認され，傷病等の治療に対して必要かつ適切な医療であれば，速

やかに保険導入を進め，誰もが公平かつ低い負担で当該医療を受けることができるよう

にすることが，患者全体の利益になるものと考えている。 

 混合診療原則禁止処置を撤廃し，保険診療と保険外診療を制約なく併用できるように

することは， 

１ 保健診療により一定の自己負担額において必要な医療が提供されるにもかかわら

ず，患者に対して保険外の負担を求めることが一般化し，患者に不当に拡大するおそれ

があること 

２ 安全性，有効性等が確認されていない医療が保険診療と併せ実施されてしまうこと

により，科学的根拠のない特殊な医療の実施を助長するおそれがあることから適切で

はない。 

（出所）「規制改革会議「第３次答申」に対する厚生労働省の考え方」，厚生労働省ホームペ

ージ，2018 年 7 月 15 日アクセス  
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第３章 新自由主義的医療改革における韓国と日本の比較研究 

 

第１節 問題提起と先行研究の検討 

第３章では新自由主義的医療改革における韓国と日本の比較研究を行う。新自由主義的

医療改革という歴史的過程を比較することは，本来は容易でなく，有意義な比較研究を行う

ことに困難が想定されるが，韓国と日本においてこの比較が意義をもつのは次の理由によ

る。 

（１）新自由主義的医療改革が始まる前の韓国と日本の医療制度の類似性が高かった。 

（２）韓国と日本において新自由主義的医療改革が始まる時期がほぼ同時期で，アメリカの

影響と圧力を受けつつ，類似した内容の医療改革の提案がなされた。 

（３）韓国と日本において類似した内容の新自由主義的医療改革の提案がなされたにもか

かわらず，異なる過程をたどった。 

したがって第３章の研究の焦点は，韓国と日本において新自由主義的医療改革がほぼ同 

時期に始まり，同様の歴史的背景と構造をもって新自由主義的医療改革が進展したこと，初

期において類似した医療改革のプログラムが提案されたにもかかわらず，なぜ異なる経過

をたどる結果になったかを明らかにすることにある。本論文は「新自由主義化」から「新自

由主義的医療改革」という歴史的脈絡をふまえ，韓国と日本の医療が現在，直面している現

実について比較研究を行うことで，韓国と日本の医療における今後の課題を考察する。 

 この研究を行うにあたり，「新自由主義的医療改革」の定義を行う。本論文は第１章にお

いて[図３－１]を提示した。 

 

[図３－１ 医療における公共性] 

公的医療の適用人口 100％----------------------------------------------------------------→ 

 医療財源    公的負担（税・保険料）--→私的負担（実損型民間保険・自己負担） 

供給方式    （公営）------------→（公私ミックス）------------------→（民営） 

（出所）尾形裕也（2007）をもとに筆者が修正して作成，[図１－３]を再掲載 

 

これをふまえて筆者は本論文における「韓国と日本の新自由主義的医療改革」を「1990

年代中ごろに韓国と日本において始まった新自由主義化の一環として試みられた一連の医

療改革」とその歴史的な脈絡から定義し，具体的には[図３－１]において「右へいく」改革

および混合医療の解禁，医療費の自己負担比率の増加を含む医療の営利化・市場化を促す一

切の改革をさすものとする。日本において医療の市場化は 1980 年代にもみられたが，本論

文においては 1990 年代に従来の経済成長モデルの危機に直面した資本の危機克服の一環

として 2000 年代以降に提起された新自由主義的医療改革について考察する。この定義の前

提となる「韓国と日本における新自由主義」をデヴィッド・ハーヴェイの言葉を参考に，

「1990 年代に資本蓄積の危機に直面した経済エリートが，資本蓄積のための条件を再構築
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し，権力を回復するための政治的プロジェクト」⁽¹⁾とする。 

 なお韓国の研究では新自由主義的医療改革を「医療民営化（의료민영화）」と述べる言葉

使いが定着している。しかし本来「医療民営化」は「公営のものを民営にする」ことを意味

し，筆者は「株式会社の病院経営の容認」などを含めた一連の医療改革を新自由主義的医療

改革と表現した方が適切であると考えて，本論文では新自由主義的医療改革と総称する。 

 本論文第２節で扱う韓国の新自由主義的医療改革については，韓国のシン ヨンジョン

（신영전）とウ ソッキュン（우석균）の研究が特に優れている。第２節ではこれらの研究

をふまえつつ，サムソン経済研究所の報告書の内容を検討し，さらに筆者の独自の研究を加

えて韓国の新自由主義的医療改革の検証を行う。日本においては韓国の医療営利化につい

て鄭在哲［2014］の研究があるが韓国の医療の営利化について表面的な紹介に終わってお

り，韓国の新自由主義的医療改革についての本格的な研究は日本においては皆無に等しく，

その意味でも第２節は意義があると考え，内容を詳細に述べた。第３節で扱う日本の新自由

主義的医療改革については，二木立と横山壽一の研究が特に優れている。第３節ではこれら

の先行研究を参考にして日本の新自由主義的医療改革について整理し，新自由主義的医療

改革の進展について筆者の見解を加えた。日本の状況についてはこれらの優れた先行研究

との重複は可能な限りさけて，内容を韓国との比較に必要な最低限にとどめた。第４節では

第２節と第３節をふまえ，韓国と日本の比較研究を行う。「新自由主義的医療改革における

韓国と日本の比較研究」は韓国，日本ともに先行研究はない。そのため筆者自身，韓国と日

本の状況を同一の基準で比較するために試行を重ねたが，日韓の先行研究を熟読，比較する

過程で，韓国と日本のそれぞれの特徴を新たに気づかされた。 

 

第２節 韓国における新自由主義的医療改革 

２－１ 韓国における新自由主義化の始まり 

 韓国における新自由主義的医療改革は，1990 年代の中ごろに始まった新自由主義化の動

きの一環として登場した。韓国における新自由主義化は，「1997 年におこったアジア通貨危

機に対する IMF の介入を契機に始まった」と一般的にも，専門家の多くも記述する場合が

多いが，これは不正確な表現である。韓国における新自由主義化は，「1990 年代の中ごろに，

金泳三政権による金融自由化と財閥企業による正規労働者の非正規労働者への転換が開始

されることにより始まり，1997 年におこったアジア通貨危機に対する IMF の介入を契機

に本格化した。」⁽²⁾とするのがより的確である。地球化（＝グローバル化）をかかげた金泳

三政権（1993 年～1998 年）は，経済協力開発機構（OECD）への加盟にともない金融自由

化を行った。この金融自由化から韓国において新自由主義化が始まったが，これについてオ

ム ナギョン（엄낙용）は次のように述べている。 

 

「事実，私たちの資本自由化が 1990 年度以降に推進された時に，これを推進する大きな

力は二カ所からでてきました。一つはアメリカに代表される外国の我々に対する要求があ
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りました。（中略）その要求が何かといえば，我が国の金融部門をこれ以上，政府規制によ

り運営しないで，市場で運営するようにしてくれ，そしてその市場に自分の国の金融機関が

進出するようにしてくれ，（中略）もう一つの要求は，（中略）我が国，いわゆる財閥といわ

れる大企業集団に代表することができる国内からの要求がありました。これは何かといえ

ば，国内で資金調達に制約を多く感じる国内大企業が外国のお金をより自由に使用するこ

とができるようにしてくれ，つまり資本自由化要求がたいへんに強かったのです。」 

（大韓民国国会<IMF 調査特委会議禄>，オム ナギョン財経院次官補の証言，チ ジュヒ

ョン（[2011],p.145）より再引用，翻訳は筆者） 

 

 これに加え，1990 年代にはいり金融自由化を推進したのは経済官僚であった（チ ジュ

ヒョン[2011]，p.373～377）。つまり韓国の新自由主義化の始まりである金融自由化は，ア

メリカ資本，韓国財閥の要求により，経済官僚を推進者として開始された。 

 1990 年代の中ごろに，韓国財閥が新自由主義化を求めた理由は，1960 年～1980 年代に

かけて製造業輸出主導型の経済成長を支えてきた諸条件が，1990 年代にはいって大きく変

化し，これにともない韓国財閥が従来の経済成長モデルの危機をむかえたことにあるが，そ

の主要な背景は次の２点である。第一に，電化製品，自動車，半導体，造船などの製造業に

おいて，技術では日本などの先進国に及ばす，価格競争では賃金のより安い中国や東南アジ

アとの競争を強いられるという「サンドイッチ」といわれるジレンマに韓国企業が直面した。

第二に，1987 年 6 月の民主化闘争により軍事独裁政権が倒れ，それまで韓国において事実

上禁止されていた労働組合が合法化されることにより労働組合が新たに結成され，その戦

闘的な労働運動により，労働者の賃金が 1990 年代に急上昇をした。製造業における国際競

争の激化と賃金の上昇という二重の危機に直面した韓国の財閥の危機克服のための活路こ

そが新自由主義であった。したがってこの危機克服のための新自由主義政策として「製造業

からサービス業への重点の移行」と「正規職労働者の解雇と非正規職への転換」がうちださ

れた。韓国における新自由主義的医療改革は，このような製造業輸出主導型からサービス業

への転換をめざした韓国経済の新自由主義化の延長線上に登場した。1997 年通貨危機に対

する IMF の介入を契機として新自由主義が始まったと理解するとアメリカという外圧の影

響が強調されがちになるが，韓国における新自由主義はむしろ韓国企業の危機克服の手段

として始まったのである。 

 

２－２ 韓国政府による新自由主義的医療改革 

 このような新自由主義化の流れを受けて，韓国における新自由主義的医療改革は，廬武鉉

大統領（2003 年～2008 年）が 2004 年 1 月新年年頭記者会見で「金融・医療・法律・コン

サルティングのような知識産業も集中育成していく」と発表することにより始まった。廬武

鉉政権は，2005 年 10 月総理室傘下に「医療産業化委員会」を設置して，民間医療保険の活

性化などを含めた「サービス産業競争力強化総合対策」をうちだした。 
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 次の李明博政権（2008 年～2013 年）は新自由主義的医療改革を本格化させ，具体的推進

計画として 2009 年に「新成長動力総合推進計画」を発表した。 

そして朴槿恵政権（2013 年～2017 年）は歴代政権の中で最も熱心に新自由主義的医療改

革を推し進めようとした。朴槿恵大統領は，2013 年 12 月に「4 次投資活性化対策」，2014

年 8 月に「6 次投資活性化対策」を発表して，医療産業化政策推進の意志を明確にした。こ

のような経過で廬武鉉政権から朴槿恵政権にかけて，韓国政府が推進を試みた新自由主義

的医療改革の主な内容を整理したのが[表３－１]である。 

 

[表３－１ 韓国政府が推進を試みた新自由主義的医療改革の主な内容] 

病院の営利化 法律により禁止されてきた株式会社による病院経営の許容。 

病院の営利子会社の

許容，病院付帯事業

の増加 

非営利病院の営利子会社を許容することで，非営利病院の事実上

の営利病院化への道を開く。病院付帯事業を大幅に増加させ，この

付帯事業を非営利病院の営利子会社に許容する。 

病院の合併許容 病院の入手，合併を許容するための医療法改定。 

民間企業の健康管理

サービスの導入 

民間企業による予防，診療など健康管理サービス導入。 

「医師－患者間」遠

隔医療 

医者不足の地方の住民に IT を使った「医師－患者間」遠隔医療。

この遠隔医療を 600 万名以上を対象に施行する計画を提出。 

民間医療保険活性化 実損型医療保険の販売に関する規制緩和など。 

（出所）筆者作成 

 

 廬武鉉政権から朴槿恵政権にかけて，計画，推進が試みられたこれら新自由主義的医療改

革は，次のような特色がある。 

 第一に，「国民の必要に応じた医療」として提起されたものではなく，医療を「新たな経

済成長戦略」の一環として扱っている。 

 

「サービス産業に対する投資が拡大され，良質の働く場をつくることができるように，この

間製造業中心になされてきた財政と R＆D，金融支援をサービス産業にも製造業水準に積極

的に拡大し，サービス産業が画期的に発展することができる基盤を構築するつもりである。

特に青年たちが選好する働く場でありながら，投資需要が多い保健・医療，教育，金融，観

光，ソフトウェアなど５大有望サービス業は，（以下略）」 

（朴槿恵大統領就任１年，「経済革新 3 カ年計画談話文」2014 年 2 月 25 日） 

 

 朴槿恵は，「サービス産業に対する投資の拡大」と「良質の雇用創出」の手段として，医

療などサービス産業の発展を図るために財政，金融支援を行い，規制緩和を行うと述べてい

るが，そこには「国民の必要に応じた医療」という医療本来の目的が欠落している。 
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第二に，韓国政府内部における新自由主義的医療改革の主要な企画・推進者は，歴代の大

統領でも，保険医療政策を担当してきた保健福祉家族部でもなく，企画財政部を中心とする

経済官僚であった。新自由主義的医療改革に対して，医療保険を担当する保健福祉家族部は

消極的であり，改革にともない保険医療行政における保健福祉家族部の役割が縮小された。

廬武鉉政権期に経済部署を中心にサービス産業の強化が主張され，その一環として経済自

由地域内の外国人専用医療機関が韓国人も診療することができるようにしようと提案され

たのに対し，保健福祉家族部は初めこれに反対したが，少しずつ経済部署の圧力に屈し，公

共医療を拡大することを条件にこれを許容する方向に転換した。「新自由主義的医療改革の

推進過程において保健担当部署は主導権をもつことができず，重要な保健医療関連政策が

国家成長動力論のような保険医療とは関係のない論理により保健福祉家族部の外でなされ

た後に，通報がなされ，これに基づいて保健福祉家族部が政策を作成し，これを遂行する機

関に転落した。医療サービスを国家成長動力産業とみなす医療民営化の論理的基盤は保健

福祉家族部の責任領域をこえたのである。」（シン ヨンジョン[2009]）。 

 

２－３ サムソン財閥の医療の市場化戦略 

 韓国の新自由主義的医療改革において，韓国政府内における主要な推進者は経済官僚で

あったが，これら経済官僚に影響を与えて，新自由主義的医療改革を提示したのは民間保険

会社と大病院を擁する財閥であった。1960～1980 年代に製造業輸出主導型の経済成長にと

もない韓国財閥は成長し，この経済成長の推進力になった。しかし 1990 年代に従来の経済

成長モデルの危機をむかえ，韓国財閥はこの危機克服のために「製造業からサービス業への

重点の移行」を決断するが，このサービス業において医療分野は重要な位置を占め，この医

療分野に特に強い関心をもったのが，サムソン財閥であった。 

 

 [表３－２ 韓国の財閥が保有する民間保険会社，大型病院] 

財閥 民間保険会社（総資本順位） 大型病院（開院年） 

サムソン サムソン火災（損害保険１位） 

サムソン生命（生命保険 1 位） 

サムソン医療院（1994 年），サムソンソウ

ル病院，カンブクサムソン病院，サムソン

チャンウオン病院，成均館大医科大学 

現代 現代海上保険（損害保険３位） ソウルアサン病院（1989 年） 

LG KB 損害保険（損害保険４位） － 

SK 未来アセット生命（旧 SK 生命，

生命保険 9 位） 

－ 

テウ － アジュ大学校病院（1994 年） 

ハンジン － インハ大学校病院（1996 年） 

（注）サムソン，現代，LG，SK が韓国の４大財閥 

（出所）筆者作成 
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 韓国の主要な財閥は，民間保険会社，大型民間病院を傘下におさめているが，これら財閥

の傘下にある民間保険会社は，業界において高い市場占有率を占め，その中でもサムソン火

災，サムソン生命の総資本は他の民間保険会社の群を抜いている[表３－２]。 

 サムソン財閥は家電，半導体など製造業にかわる新たな成長産業として医療分野への参

入に力を注いできた。本論文では「医療サービス産業 高度化と課題」（サムソン経済研究

所[2007],2.8）に注目し，この内容を検証することにより，サムソン財閥が医療分野に参入

するにあたっての基礎的な考え方を把握することにする。この報告書はⅠからⅣまでの４

部構成になっている。まずⅠでは，「不必要な政府規制」の段落内に「営利医療法人は設立

不可」，「研究および教育目的外の付帯事業の禁止」などが例としてあげられており，これら

の政府規制が不必要なものであるとのサムソンの本音がうかがえる。さらにⅢでは，「製造

業を主とした成長政策が限界に直面しながら，サービス業についての重要性が増大」と前述

した「製造業からサービス業への重点の移行」の流れを受けたサムソンの医療分野への期待

を率直に述べている。さらに「医療サービス産業高度化は医療サービスを公共財の領域から

産業の領域として新しく解釈して，次世代成長動力として育成する」という表現は，「医療

を公共財から経済成長の手段に変身」させるという「医療サービス産業 高度化」について

のサムソンの考え方の本質をよく表している[資料３－１]。 

 

[資料３－１ 「医療サービス産業 高度化と課題」（サムソン経済研究所）一部抜粋] 

Ⅰ 国内医療サービスの現況 

高い進入障壁と不必要な政府規制 

 － 医療機関は医療人，医療法人，非営利法人，政府だけが開設することができ，営利

医療法人は設立不可 

－ 営利を目的に患者を斡旋・仲介したり，研究および教育目的外の付帯事業をするこ

とも法的に禁止 

公共財から新しい成長動力源に変身中 

  － 医療サービス産業の付加価値比率は 48.7％（2000 年基準）と，製造業 27.4％よ

り高く，就業誘発係数も他産業に比べて高い  

Ⅲ 医療サービス業 高度化の論議 

□ 製造業を主とした成長政策が限界に直面しながら，サービス業についての重要性が 

増大 

□ 医療サービス産業高度化は医療サービスを公共財の領域から産業の領域として新 

しく解釈して，次世代成長動力として育成することを意味 

（出所）「医療サービス産業 高度化と課題」（サムソン経済研究所[2007],2.8）翻訳筆者 

 

 そして「Ⅳ 医療サービス産業高度化のための課題」にはサムソンの本音が具体的に書か

れている[資料３－２]。 
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[資料３－２ 「医療サービス産業 高度化と課題」（サムソン経済研究所）一部抜粋] 

Ⅳ 医療サービス産業高度化のための課題 

１ 営利病院の許容 

 □ 利益配当が禁止されている非営利法人下では投資に対する回収が容易ではないた

めに大規模資本が医療産業に流入する動機が微弱  

 □ 営利医療法人許容の前段階に付帯事業の範囲を拡大する必要 

２ 医療機関に対する包括的支払い補償の導入 

□ 事前的，包括的支給方式（Prospective payment）を通し医療機関の効率性増大を 

企図する必要 

３ 療養機関契約制への転換 

 － すべての医療機関が例外なく健康保険の療養機関になる療養機関当然指定制度で

は費用節減と質の引上げに対する動機付与が微弱  

４ 民間医療保険の活性化 

  － 保険者が供給者に多様な財政的インセンティブを提供して効率性を引上げる管理

医療（Managed care）型民間医療保険導入 

５ 医療機関の合理化努力 

□ 中小病院は大型病院との医療ネットワークを構築するなど経営難を打開するため 

 の方案を模索しなければならない 

６ 新しい市場の開拓 

□ 連関産業との多様な協力を通じて新しい収益源発掘に集中する必要 

（出所）「医療サービス産業 高度化と課題」（サムソン経済研究所[2007],2.8），翻訳筆者 

 

 サムソン経済研究所は表題を「医療サービス産業 高度化と課題」としているが，この報

告書で述べられている「営利医療法人の許容」や「民間医療保険の活性化」は，「医療サー

ビス産業の高度化」よりむしろ「医療の市場化，営利化」である。 

  そしてこの報告書のⅣの「４ 民間医療保険の活性化」をさらに具体的にしたのが，「サ

ムソン生命戦略報告書・民営医療保険の発展段階」（以下，「サムソン生命戦略」と略す）で

ある。新自由主義的医療改革にむけたサムソンの意図は，サムソン生命の内部戦略報告書で

あるこの「サムソン生命戦略」によくあらわれている[資料３－３]。 

サムソン生命戦略において「現在第４段階まで施行されている状態である」と述べられて

いるが，これは事実で，韓国の民間医療保険はほぼこの報告書のとおり発達してきており，

過去約 10 年で実損型医療保険は急速に販売をのばした。サムソン生命戦略は民間医療保険

が「政府保険に代替する包括的保険」の役割を果たす，つまり韓国における公的医療保険を

崩壊させ，民間医療保険がこれにとってかわることを狙っている⁽³⁾。 
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[資料３－３ 「サムソン生命の民間医療保険拡大戦略・民営医療保険の発展段階」] 

 

（出所）シン ヨンジョン（[2009]，p.75）に掲載された「サムソン生命の民間医療保険拡

大戦略・民営医療保険の発展段階」を筆者が翻訳。 

 

２－４ 新自由主義的医療改革とサムソン財閥 

 これまで本論文において述べてきた韓国政府による新自由主義的医療改革の内容[表３－

１]と「医療サービス産業 高度化と課題」（サムソン経済研究所［2007］）[資料３－２]は，

「営利病院の許容」，「民間医療保険の活性化」などその内容にはかなりの類似性の高さがみ

られる。では，なぜ両者はこれほど類似したのか。筆者はサムソン財閥がこれらの内容を発

案し，これを基礎として韓国政府が政策として実行したからであると考える。この根拠を示

すために，新自由主義的医療改革をめぐるサムソン財閥，大統領，政府高級官僚の３者とそ

の関係について検討を行う。 

 まずサムソン財閥が医療の市場化，営利化に強い意欲と動機をもっていたことは，「医療

サービス産業 高度化と課題」をはじめとするサムソン経済研究所が発表した複数の報告

書から確認することができ，具体的な内容は本論文ですでに述べた。 

 次に新自由主義的医療改革を始めた廬武鉉大統領は，人権派の弁護士出身でその経歴や

大統領就任前の発言からは医療改革への意欲や動機は垣間見ることはできない。それどこ

ろか廬武鉉は医療改革について基本的な知識をもっていたことさえ疑わしく，医療改革が

廬武鉉の発案とは考えにくい。では，なぜ廬武鉉は新自由主義的医療改革を就任後に始めた

のか。サムソン構造調整本部（元会長秘書室）で７年間働いた弁護士キム ヨンチョル

（김용철）は，廬武鉉とサムソン・グループ副会長になるイ ハクス（이학수）との関係に

ついて，次のように証言している。 

定額方式

の癌保険 

定額方式の

多疾患保障 

後払方式の

準実損保険 

実損医療

保険 

病院と連携

した部分 

競争型 

政府保険に

代替する 

包括的保険 

現在第４段階まで施行されている状態である 

政府の医療体制と連携 

従業員福利厚生制度の一環に拡散 

政府は商品開発指針，保険加入者に対する情報提供，保険請求手続きおよび給与

システムの構築に代案を提示しなければならない 
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「イ ハクスは釜山商高の後輩である廬武鉉と人間的にとても親しかった。廬武鉉は大統

領になる前からイ ハクスを「ハクス先輩」と呼び，従ったという。」（キム ヨンチョル

[2010]，p.147） 

 

このように廬武鉉とサムソンとの関係はサムソン・グループ副会長になるイ ハクスを

通じて非常に深く⁽⁴⁾，サムソン財閥は廬武鉉政権の政策全般に影響力を及ぼしたが，新自

由主義的医療改革もその一環であったと考えられる。現代建設の社長出身で「４大河川連結

事業」などの公共事業に熱心であった李明博大統領や多岐にわたる政策には無知であった

朴槿恵大統領も医療改革に関心があったとは思えないが，保守政権であるので元来財閥と

の関係は緊密で廬武鉉政権が始めた新自由主義的医療改革をより積極的に推進した。 

 このような歴代大統領の承認の下で，経済官僚が新自由主義的医療改革を実質的に推進

した。経済官僚は韓国における新自由主義政策への転換全般において重要な役割を果たし

たが，医療分野もその例外ではなかった。1990 年代以降，韓国の高級官僚は新自由主義の

影響を強く受けるとともに，自らの天下り先の確保のためにも財閥の意を受けて新自由主

義的医療改革を積極的に担った。市民団体「参与連帯」が安全行政府に情報公開を請求して

受け取った資料をハンギョレ新聞が再分析した結果，多くの公務員が財閥企業に天下りす

る実態が明らかになったが，この天下り先においてサムソンが他の財閥を圧倒している[表

３－３]。 

 

[表３－３ 大企業集団別 政府機関出身再就業者数]            単位：人 

企業集団 人数 企業集団 人数 

サムソン １８２ LG ３２ 

SK  ５３ ロッテ  ２６ 

現代自動車  ４５ 現代重工業  ２３ 

ハンファ  ４０ KT  ２３ 

トゥサン  ３６ GS  ２２ 

注：政府公職者倫理委に再就職審査を申請（2001～13 年 5 月）した公務員 1886 名中，大

企業（2013 年相互出資制限企業集団基準）に入社した 778 名対象 

（出所）参与連帯，安全行政府，ハンギョレ再分析 

 

このように財閥企業に天下りする官僚が，在職中に財閥企業の意をうけた動きをしない

はずがない。またチ ジュヒョンは韓国の高級官僚の実態について次のように述べている。 

 

「高位官僚たちは大企業，金融機関などに就職し，いわゆる『回転ドア』人事を通し再び政

府に復帰したりもする。」「（高位官僚たちは）未来の働き場を提供することのできる民間（金
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融機関や財閥）の要請に積極的にそう傾向をみせる。」（チ ジュヒョン[2011]，p.375） 

 

 これまで示した証言や資料が，「新自由主義的医療改革はサムソン財閥が提示し，大統領

の了承の下，経済官僚が推進した」ことを示している可能性が高い。 

 

２－５ 医療の市場化の目標 

 サムソン経済研究所の「医療サービス産業 高度化と課題」（サムソン経済研究所［2007］）

などの諸報告書には医療の市場化にむけた内容が描かれているが，これはどのような医療

システムの実現をめざしたものであったのか。シン ヨンジョン，ウ ソッキュンらの研究

を整理すると，現在の[図３－２]のような状態から[図３－３]のような状態への転換をねら

ったものであると考えられる⁽⁵⁾。 

まず大型病院，中型病院，小医院がそれぞれ独立している存在する状態から，それまで禁

止されてきた「病院の入手，合併の許容」が可能になることにより大型病院が，中型病院，

小医院を傘下においていき，大型病院を頂点とする病院チェーンをつくりあげる。この病院

チェーンの経営を円滑にするために病院経営支援会社（Management Service Organization）

が重要な役割を果たす。現在サムソン医療院として５つの大型病院を保有しているサムソ

ンがすでに韓国最大の病院チェーンを形成しているが，アサン医療院をもっている現代財

閥，インハ大学校病院をもっているハンジン（大韓航空を経営）などもそれぞれの大型病院

を頂点とした病院チェーンを形成することが可能な状態にある。 

次に「治療費の民間保険会社から病院への直接支払い」が可能になり，民間保険会社は民

間保険に加入している患者をグループ内の医療機関に斡旋する。患者は民間保険会社に保

険料を支払い，病院は民間保険会社から直接治療費の支払いを受ける。 

「病院の営利子会社の許容」により病院は営利子会社に出資してその配当を受け取り，利益

を得ることが可能になる。その営利子会社には病院以外の投資者も出資し，営利子会社の利

益を配当として財閥をはじめとする出資者が受け取ることが可能になる。「病院の付帯事業

範囲の拡大」は葬礼式場，駐車場をはじめ病院に関連するあらゆる事業やホテル，温泉施設，

ヘルスケアなどまでが付帯事業の範囲とされ，病院を中心とした巨大保養施設をつくるこ

とが可能になり，その利益は出資者に還元される。 

 都市にある大型病院は，村落や僻地の患者を IT を利用した「医師－患者間」遠隔医療に

より診察する。それにより村落や僻地の住民に身近であった地元の個人経営医院は，廃業す

るか，病院チェーンに組み込まれるかしかなくなる。また「医師－患者間」遠隔医療の拡大

に必要な医療機器への大量の需要は，IT 関連企業や医療機器メーカーに莫大な利益をもた

らす。 
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[図３－２ 新自由主義的医療改革以前の韓国の医療システム] 

  保険料 

支払い 

      保険金支払い 

       治療費支払       

    治療                 

                 

－ 中型病院，個人経営の小医院は独立して存在する 

（出所）シン ヨンジョン［2009］を参考に筆者が作成 

 

[図３－３ サムソン戦略報告「政府保険に代替する包括的保険」が実現した医療システム] 

  保険料 

支払い 

         治療費 

         支払      施設等 

    治療           を出資        配当  

                 配当         資本 

    遠隔治療              付帯事業 

                     （葬礼式場，ホテル，駐車場， 

                      温泉施設，ヘルスケアなど） 

                                             

                       

 

 － 大型病院が「医師－患者」間遠隔医療を実施することにより地方の小医院は経営が困

難になる。経営難になった中型病院，小医院を大型病院が合併して，大病院を頂点とす

る病院チェーンが形成される。 

（出所）シン ヨンジョン［2009］，ウ ソッキュン［2017］を参考に筆者が作成 

 

 以上のような医療システムをサムソン財閥が構想したとサムソン経済研究所の諸報告書

と韓国政府の政策の内容分析から考えられる。このような姿は，まさに韓国の医療システム

の根幹である「公的な国民皆医療保険」と「営利病院の禁止」が崩壊したものである。そし

てこのような医療システムはすでにアメリカにおいて存在している。韓国の新自由主義的

医療改革の主要な企画者はサムソン財閥，推進者は経済企画部の官僚で，これにアメリカの

圧力が加わってきたが，彼らが現在のアメリカのような医療環境を韓国においてつくりだ

すことを狙ったと考えられる。 

 

大型病院[51％] 

中型病院 中型病院 

民間保険会社 

小医院 小医院 小医院 小医院 

子会社 投資者[49％] 

患者 

病院経営支援会社(MSO) 

（MS） 

患者 

病院 

中型病院 大型病院 

民間保険会社 

小医院 

患者 
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２－６ 韓国における新自由主義的医療改革の進展 

 韓国における新自由主義的医療改革の途中経過をまとめたものが[表３－４]である。 

[表３－４]の内容のうち特に実損型医療保険の拡大は著しく，実損型医療保険の加入率は金

融監督院の統計によると 2006 年から 2014 年までの間に，加入件数で 796 万人から 3403

人，加入率で 16.2％から 66.3％と約 8 年で 4 倍以上という驚異的な拡大をみせた（金融監

督院ホームページ，2018 年 7 月 21 日最終アクセス）。実損型医療保険は，廬武鉉政権の下

で大統領直属の医療産業先進化委員会が「実損保険制度活性化方案」が発表されるのにとも

ない急拡大した。実損型医療保険が拡大した背景には，韓国の公的医療保険が適用されない

診療項目が多いことがある。 

 

[表３－４ 韓国政府が推進を試みた新自由主義的医療改革についての現状] 

病院の営利化 済州島ヘルスケアタウンにおける国内最初の営利病院の許容。 

病院付帯事業の増

加，付帯事業を病院

の営利子会社に許容 

病院内の食堂やカフェ開設などの営利行為が許容される。病院の

営利子会社合法化は部分的に進行。非営利病院の事実上の営利病

院化への道が開かれる。 

病院の合併許容 民間病院間の入手，合併は医療法人間内で可能になる。 

健康管理サービス 民間企業による健康管理サービス導入は許容されていない。 

遠隔医療 「医師－患者間」の遠隔医療は事実上挫折。 

民間医療保険活性化 実損型医療保険の販売が急拡大。 

（出所）筆者作成 

  

 「医師－患者間」遠隔医療については，韓国の医師の圧力団体である大韓医師会が当初は

賛成をし，実現にむけて動きかけた。しかし「医師－患者間」遠隔医療を行える資力がある

のが財閥所有の大型病院に限られ，これが村落や僻地の患者を「医師－患者間」遠隔医療に

より診察するようになると，村落や僻地の住民に身近であった地元の個人経営医院は，廃業

するか，病院チェーンに組み込まれるかしかなくなることがわかると大韓医師会は反対に

まわり，事実上挫折した。 

 このように韓国の新自由主義的医療改革は，市民団体，労働組合，医療関係者，医療専門

家などの反対により挫折した内容も多い。また反対により法改定ができないで，行政ガイド

ラインとして定められたものもある。しかし新自由主義的医療改革の核心ともいえる民間

医療保険は大幅に拡大し，提案された内容が部分的であれ実現したものもあり，韓国の新自

由主義的医療改革は廬武鉉政権から朴槿恵政権にかけて一定の進行をみせた。 

 

２－７ 「健康保険保障性強化対策」文在寅ケア 

 2017 年 5 月に就任した文在寅大統領（2017 年～）は，2017 年 8 月に「健康保険保障性

強化対策」をうちだした。この「文在寅ケア」といわれる一連の医療政策は，廬武鉉政権に
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始まり，李明博政権，朴槿恵政権と継続した新自由主義的医療改革を事実上，中断して，こ

れとは逆に公的医療保険の拡大を図るものある。文在寅は現在約 60％の健康保険保障率を

2022 年までに 70％まで引き上げるとした。この文在寅ケアの柱は次の３点である。 

 １ 国民健康保険における「非給付の解消および遮断」 

 ２ 医療費上限額の適正管理 

 ３ 緊急危機状況の支援強化 

 

[資料３－４ 健康保険保障性強化対策（文在寅ケア）の骨子] 

１ 国民すべての医療費，速やかに少なくします 

 1⃣ 国民に必要なすべての医療サービスには健康保険が適用されます 

 2⃣ 国民負担が大きな選択治療費（特診費）と上級病室費（１～３人室）問題が解決さ

れます 

 3⃣ 家族の看病負担を和らげる保護者のない病院，「看護看病統合サービス」が拡大しま

す 

２ 個人医療費負担総額，きちんと管理します 

 1⃣ 医療費の心配のない健康百歳時代の先頭に立ちます 

 2⃣ 未来世代の主人公，子供と青少年の治療費負担はさらに低くなります 

 3⃣ 低出産克服，不妊夫婦と女性健康保護に健康保険が共にあります 

 4⃣ 共に生きる社会，障害者に対する健康保険がさらに広がります 

３ 医療費緊急危機状況，支援強化します 

 1⃣ 所得に対比して過度な医療費，災難的医療費⁽⁶⁾の支援が拡大します 

 2⃣ 医療費支援，死角地帯⁽⁷⁾がなくなります 

（出所）保健福祉部ホームページ（2017 年 10 月 25 日最終アクセス），翻訳は筆者 

「健康保険保障性強化対策」の骨子を筆者が抜粋 

 

 廬武鉉政権から朴槿恵政権の間（2003 年～2017 年）にかけて提案された新自由主義的医

療改革[表３－１]と文在寅政権が提案した「健康保険保障性強化対策」[資料３－４]の内容

は鮮やかなくらい対照的で，これが同じ韓国政府の文書かと疑心が生まれるほどである。新

自由主義的医療改革の内容が「産業界の収益拡大のための医療」なら文在寅ケアは「国民の

必要に応じた医療」である。文在寅ケアは段階的に実行に移されており，特に韓国の医療に

おいて大きな問題であった公的医療保険適用外の治療がすでに給付治療へと転換され始め

ている。MRI や超音波のような重要な検査は韓国では長く公的医療保険適用外で，このよ

うな状況を放置してきたことが，新自由主義的医療改革において実損型の民間医療保険の

販売拡大を促した。文在寅ケアはこれを公的医療保険の給付対象とすることで，「国民の必

要に応じた医療」環境を整備しつつある。そしてこれは同時に，民間医療保険の発達をおさ

える新自由主義的医療改革の否定を意味する。 
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このような状況は次の３点の要因が重なって生まれた。 

第一に，廬武鉉の側近であった文在寅大統領が廬武鉉政権の政権運営の失敗から学びつ

つ，「国民の必要に応じた医療」への信念をもって，公的医療保険を充実させる医療改革を

行っていること。 

第二に，朴槿恵前大統領に賄賂を贈るよう指示した疑いなどでサムソンのイ ジェヨン

（이재용）会長が拘束された（2017 年 8 月に第 1 審で懲役 5 年判決）ことなどにより，サ

ムソン財閥の力が現在，弱体化していること。 

第三に，朴槿恵前大統領の汚職に象徴される政治家と財閥の癒着，特に保守政治家とサム

ソン財閥との癒着に対する韓国国民の怒りが大きいこと。 

 文在寅政権は 2018 年にはいり，北朝鮮との首脳会談など外交面において活発な動きをみ

せたが，医療改革という内政においても，十数年続いた新自由主義的医療改革を断ち切り，

「国民の必要に応じた医療」環境を整備するための「健康保険保障性強化対策」を実行に移

している。 

 第２節では韓国において 2004 年以降に進展した新自由主義的医療改革について述べた

が，文在寅大統領が「国民の必要に応じた医療」環境を整備する決断をして実行にうつした

時に，新自由主義的医療改革の流れに歯止めがかかった。しかし韓国における医療の公共性

の拡大と市場の拡大をめぐる確執はその途上にある。医療の市場化，営利化にむけたサムソ

ンの意志は固く，サムソンは韓国最大の財閥である。焦点は次の大統領選挙である。次に文

在寅大統領の後継者が当選するなら医療の公共性拡大への道がさらに前進するが，保守政

権の復活とサムソンの復権が重なる時に再び新自由主義的医療改革は動き始める可能性を

否定できない。 

 

第３節 日本における新自由主義的医療改革 

３－１ 日本における新自由主義化と新自由主義的医療改革の開始 

 日本における新自由主義的医療改革は，1990 年代の中ごろに始まった日本の新自由主義

化の動きの一環として登場した。日本経済は 1970 年代後半から安定成長を実現し，1980 年

代後半のバブル期までは堅調であったが，バブル崩壊を機に平成不況に突入，不良債権問題

が深刻化した。これに中国など新興国の製造業における追い上げをうけて日本経済は 1990

年代にはいり危機的な状況におちいった。このような中で経済団体連合会（平岩外四会長）

は，「規制緩和等に関する緊急要望」を提出し，それを受けて細川護煕政権（1993 年～1994

年）は「緊急経済対策」の中で 94 項目にわたる規制緩和項目を盛り込み，細川は平岩に自

己の私的諮問機関「経済改革研究会」の座長を依頼した。この平岩研究会が中間報告「規制

緩和について」で，不況克服の決め手として規制緩和を打ち出した。このように日本におけ

る新自由主義は，1990 年代の経済的な危機状況を，規制緩和により克服しようという経団

連の意図を受けて，細川政権の時に始まった⁽⁸⁾。橋本龍太郎政権（1996 年～1998 年）が

かかげた経済構造改革，財政構造改革，金融システム改革，社会保障改革，行政改革，教育
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改革の「六大改革」はいずれも企業への負担軽減と規制緩和をめざすもので，これにより日

本における新自由主義的改革が本格的に始まった。これが小泉純一郎政権（2001 年～2006

年）に受け継がれ，小泉政権が打ち出した「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に

関する基本方針」（以下，「構造改革方針 2001」）で日本政府の公式の医療政策において初め

て新自由主義的医療改革方針が組み込まれた。 

おりしもアメリカは日米貿易摩擦に起因する対日要求を強め，日米構造協議（1989 年～

1990 年），日米包括的経済協議（1993 年～1997 年），日米規制緩和対話（1997 年～2001

年）等が行われ，「年次改革要望書」（2008 年まで）がこれに続いた。それらの協議におい

て，アメリカ側の主要な関心事の一つが医療分野であり，医薬品や医療機器に関わる制度や

診療報酬についてアメリカ側の要求に沿う形で，日本は制度の改定を行った。 

 

３－２ 日本における新自由主義的医療改革の展開 

日本において新自由主義的医療改革方針を政府の公式の医療政策に初めて組み込んだの

は小泉政権であった。小泉政権が 2001 年閣議決定した「構造改革方針 2001」（経済財政諮

問会議）には，次のような新自由主義的医療改革が含まれていた。 

① 「株式会社方式による経営などを含めた経営に関する規制の見直しを検討する。」 

－「営利企業による病院経営の禁止」の解禁。 

②「公的保険による診療と保険によらない診療（自由診療）との併用に関する規制の緩和な

ど（中略）公的医療保険の対象となる医療の範囲を見直す。」－ 混合診療の解禁。 

③「保険者と医療機関との契約や保険者と医療機関の連携強化（検診，予防）」 

－ 医療機関と保険者の直接契約の解禁。 

④「患者・国民にも，真に必要な医療に対する負担を求める。このため，適正な患者自己負

担の実現・保険料負担の設定を行う。」－ 患者自己負担の増加。 

小泉政権は 2001 年閣議決定した「構造改革方針 2001」（経済財政諮問会議）を打ち出し

た後，規制改革委員会の後継組織として総合規制改革会議を開催した。この総合規制改革会

議において主導的な役割を果たしたのが宮内義彦オリックスグループ CEO であった。オリ

ックスグループは，オリックス生命はじめ，病院むけファイナンスや医療機器リース，医療

周辺サービスへと幅広く展開している。自由診療が解禁になれば，オリックス生命が扱って

いる自由診療保険が脚光を浴び，大きく稼ぐことができる。宮内は医療ビジネスへの進出を

狙って，規制緩和を推進しているのではないか，という総攻撃にあった（有森隆[2009]，

p.93）と指摘されている。経済団体連合会も混合診療の全面解禁を主張したが，宮内義彦を

はじめとする企業経営者が医療分野の規制緩和を主張したのは，このような医療ビジネス

への進出への期待があった。 

 「営利企業による病院経営の禁止の解禁」について，横山壽一[2003]は医療機関経営の参

入規制緩和＝営利企業参入解禁の動きは，関連しているが独自性をもった二つの流れから

たどることができると述べて次のように指摘している。一つは，1980 年代の臨調「行革」
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でうたわれた民間活力の活用・推進の流れで，医療を産業として育成しようとする産業政策

としての流れである。重厚長大型の産業構造・成長産業からサービス経済化に対応した新た

な産業構造・成長産業への転換の中に医療を位置づけ，産業として育成していくうえで参入

規制の撤廃は不可欠であり，営利企業の参入の条件を整えることは最重要の課題である。も

う一つは，医療費抑制策とその具体策としての医療提供体制の再編および医療機関合理化

の流れである。この二つの流れは，規制緩和と行政改革委員会での議論で一体化していく。

横山壽一は，営利企業参入解禁論はその登場の背景から明らかなように，これまでの医療の

あり方を見直して問題を整理し，その解決の具体的な方策として提起されたものではなく，

いわば医療の外側から医療の変質を企てるための手段として持ち込まれてきたものである

と述べている（横山壽一[2003]）。 

 

３－３ 日本における新自由主義的医療改革の漸進的進行 

「構造改革方針 2001」に含まれていた新自由主義的医療改革は二木立によると次のように

妥結した。 

① 株式会社の医療機関経営の全面解禁は否定され，政府が認可した「医療特区」で自由診 

療・高度医療に限定して解禁されたが，新たに開設されたのは株式会社立診療所 1 カ所

だけである。 

② 混合医療の全面解禁は否定され，「保険外併用療養費」導入により混合医療の部分解禁 

が行われたが，実質的には従来の特定療養費制度と変わらない。 

③ 保険者と医療機関の直接契約は制度上は解禁されたが，厳しい条件がつけられたため 

に，直接契約は全く行われていない（二木立[2009]，p.52）。 

 そして二木立は日本における新自由主義的医療改革の全面実施がこのように挫折したと

述べ，その要因として「新自由主義的医療改革を行うと，企業の市場は拡大する反面，医療

費が急増し，医療費抑制という『国是』に反する（新自由主義的医療改革の本質的ジレンマ）」

ことと，「医師会，病院団体を中心としたすべての医療団体が，新自由主義的医療改革に一

致して反対した」ことをあげている（二木立[2009]，p.52～54）。 

 このように新自由主義的医療改革の全面実施が挫折した反面，その後も新自由主義的医

療改革は日本において漸進的に進んできた。 

 現在の社会保障改革は，小泉構造改革に端を発した社会保障・税一体改革として議論され，

「社会保障制度改革推進法」によってその核心部分が規定され，さらには「持続可能な社会

保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法」（以下，プログラム法）でその具現化

の内容と時期が定められ，プログラム法にもとづいて，現在，個別法が制定されている過程

にある（横山壽一[2015]，p.139）。 

社会保障制度改革推進法の「基本的な考え方」の最初に「自助，共助，公助」の組み合わ

せという言葉が登場するが，この考え方は「自助，自立のための環境整備等」という表現な

どでプログラム法にも受け継がれ，現在の医療改革の基礎となる考え方の一つになってい
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る[資料３－５]。 

 

[資料３－５ 社会保障制度改革推進法（一部抜粋）] 

（基本的な考え方） 

第二条 社会保障制度改革は，次の掲げる事項を基本として行われるものとする。 

 一 自助，共助及び公助が最も適切に組み合わされるように留意しつつ，国民が自立し  

た生活を営むことができるよう，家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じ

てその実現を支援していくこと。 

（出所）社会保障制度改革推進法（平成 24 年 8 月 22 日法律第 64 号） 

 

 しかし日本国憲法 25 条は生存権について「国民の権利」であり，国はそのために「社会

保障の増進に努めなければならない。」と述べているのであって，「公が助ける」とは述べて

いない。さらに社会保障制度改革の「基本的な考え方」に「自助」，「共助」が登場するのは

憲法 25 条を基本とした社会保障を整備する責任に対する放棄に等しい。「今日の社会にあ

って自助で対応しようとすれば，市場に頼るほかない」（横山壽一[2015]，p.140）ので，こ

の「自助」を基礎とした医療改革は，医療の市場化を進める結果を生むことになる。このよ

うな「基本的な考え方」にたち社会保障制度改革推進法は，第６条で医療保険制度について

述べている。この社会保障制度改革推進法を基礎とした医療保険制度改革は，小泉構造改革

を引きついでいることからも，その内容においても，新自由主義的医療改革である⁽⁹⁾。 

この間進んできた日本における漸進的な新自由主義的医療改革として重要なものは次の

６点である。 

① 被用者保険の本人負担の 2割から 3割の引上げ，保険料の総報酬制への移行（2002年）。 

② 厚生労働書通知で，保険者と保険医療機関との個別契約で各健康保険組合加入者に対 

する割引が可能にされた（2003 年）。 

③ 保険業法等の一部改定により「直接支払いサービス」規定が新設された（2004 年）。当 

面は金銭支払いに限定されるが，給付削減により市場を広げる処置である。 

④ 社会保障制度改革推進法で保険給付対象の適正化が定められた。事実上の保険給付対

象の縮小は，患者負担の増大を意味する（2014 年）。 

⑤ 自治体病院の民営化が漸進的に進行してきた。 

⑥ 混合診療は全面的な解禁はなされなかったが，漸進的に解禁されてきた。 

このうち①「本人負担の引き上げ」，④「事実上の保険給付対象の縮小」は，いずれも患

者の自己負担分の増加を促し，民間医療保険の拡大を促すものである。また混合診療の全面

解禁は挫折したが，この間漸進的に緩和されてきた。 

2014 年には規制改革会議が，「選択療養制度」の創設を打ち出した。現行の医療制度，特

に新薬などの先進医療を対象とする評価療養においては，先進医療部会や先進医療技術審

査部会によって，技術的・社会的妥当性が審査され，医療機関ごとに可否が判定されている。
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選択療養は，そうした厳重な「事前規制」を「事後チェック」へと転換し，混合医療を部分

解禁するしくみである。これに対し，日本医師会[2014]は選択医療について，「安全性・有

効性等を客観的に判断するプロセスがない」「国民皆保険の維持を揺るがすおそれがある」

などと主張した⁽¹⁰⁾。 

 このような日本医師会などの反対の動きにより，選択療養制度の創設は行われず，混合診

療の全面的な解禁は再び挫折したが，混合診療解禁の要望はこのように再三，日本において

繰り返されてきた。国内では規制緩和会議と日本経済新聞が混合診療全面解禁を主張して

おり，アメリカも一貫してこれを要求している。日本経済新聞が混合診療全面解禁を主張し

ているのは，産業界がこれをあきらめていないことを意味し，日本の産業界の医療分野への

参入意欲は継続しており，混合診療の全面解禁は現在のところなされていないが，これをめ

ぐる確執は今後も続くと考える。 

 

第４節 新自由主義的医療改革における韓国と日本の比較 

４－１  新自由主義的医療改革における韓国と日本の共通点 

韓国と日本の医療制度は基本的に類似性が高い。OECD 諸国を見渡しても，これほど類

似した国は相互にみあたらない[表３－５]。 

 

[表３－５ 韓国と日本の医療制度の主な共通点] 

医療の供給 医療サービスの供給が主に民間で行われている。 

公的保険 国民皆保険制度が実現している。 

営利会社病

院経営禁止 

医療機関の営利活動が禁止されている。株式会社による病院経営が原則と

して禁止されている。 

保険の財源 公的医療保険の財源は保険料が中心を占めるが，租税も投入されている。 

（出所）筆者作成 

 

韓国と日本の医療制度の類似性が生じた主要な理由は，次の２点である。 

 第一に，朝鮮半島が日本の植民地支配を受けて（1910 年～1945 年），この時期に朝鮮で

近代的な西洋医学教育と開業医中心の医療供給体制が成立した。第二に，「韓国の医療保険

制度は最初から日本の健康保険制度（特に組合管掌健康保健）をモデルにした」（李蓮花

[2011]）。 

このように韓国と日本の医療制度の構造は類似性が高い反面，顕著な違いもまた存在す

る[表３－６]。 
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 [表３－６ 韓国と日本の医療制度の主な違い] 

 韓国 日本 

公的医療

保険の歴

史 

1977 年に 500 人以上の事業所を適

用対象に職業健康保険が開始され，

1989 年に国民皆保険が実現する。 

1922 年に公布された健康保険法が

1927 年に施行された。1961 年に国

民皆保険が実現する。 

混合診療 混合診療が認められている。 混合診療が原則，禁止されている。 

医療保険 

給付水準 

給付水準が低い（約 62％）。 給付水準が相対的に高い（約 85%）。 

保険適用

外診療 

超音波，MRI など公的医療保険の適

用外診療が多い（文在寅政権以前）。 

必要な治療項目が公的医療保険で保

障され，適用外診療が非常に少ない。 

管理・運営 すべての管理運営業務が国民健康保 

険公団に一元化されている。 

管理運営業務が，保険ごとに異なる。

国民健康保険は都道府県，市町村が

管理運営。 

（出所）筆者作成 

 

 このように韓国と日本の医療制度は，非常に類似性が高いが顕著な差異も存在する。この

類似性の高い医療制度に対し，類似した内容の新自由主義的医療改革の提案がきわめて共

通性の高い背景と構造のもとで韓国と日本においてなされた。その共通点を整理する。 

（a）新自由主義的医療改革の背景となる新自由主義化 

 新自由主義的医療改革の背景となる新自由主義化が韓国と日本でほぼ同時期に，類似し

た背景で始まった。韓国の新自由主義化は，1990 年代中ごろ金泳三政権（1993 年～1998

年）下で始まったのに対し，日本は細川政権（1993 年～1994 年）から橋本政権（1996 年

～1998 年）期で始まっており，ほぼ同時期である。韓国と日本の新自由主義化は，第一に

1990 年代中ごろに低賃金を用いた中国など新興国の追い上げにより，製造業輸出型の経済

成長モデルが危機をむかえたこと，第二にアメリカが韓国と日本に対し，ほぼ同様の新自由

主義的な改革を求めたことが主要な共通した背景としてあげられる。 

（b）新自由主義的医療改革の開始時期と提案内容 

新自由主義的医療改革の開始が韓国と日本でほぼ同じ時期で，その内容に類似性が高く，

類似した歴史的背景をもって開始された。韓国では廬武鉉大統領（2003 年～2008 年）が

2004 年新年年頭記者会見で「医療のような知識産業も集中育成していく」と述べたのが新

自由主義的医療改革の開始であったのに対し，日本では小泉純一郎政権（2001 年～2006 年）

が 2001 年に「構造改革方針 2001」（経済財政諮問会議）を閣議決定したことがその始まり

になった[図３－４]。 

 

 

 



66 

 

[図３－４ 韓国と日本における新自由主義的医療改革にいたる経過] 

                   [韓国]  金泳三政権     廬武鉉政権 

                                             （1993～1998）   （2003～2008） 

 

 

 

 

                     [日本] 細川政権（1993～1994） 小泉政権 

                       橋本政権（1996～1998） （2001～2005） 

（出所）筆者作成 

 

 そして新自由主義的医療改革の核心は韓国と日本共に次の２点にあった。 

 第一に，国民皆保険が実現している公的医療保険を弱体化させ，民間医療保険の比率を高

め，究極的には民間医療保険が公的医療保険に代替することが目標としてかかげられた。韓

国では廬武鉉政権により「サービス産業競争力強化総合対策」で「民間医療保険活性化」が

公式に記され，実損型医療保険の規制緩和が行われた。また「サムソン戦略報告書」は「政

府保険に代替する包括的保険」をその最終目標とした。日本では「公的な国民皆医療保険」

の解体を意味する「日本版マネージド・ケア」の導入が「日本経済再生への戦略」（1999 年）

により打ち出され，被用者保険の本人負担の２割から３割の引上げなど自己負担を高める

政策がとられた。 

第二に，法律により禁止されてきた株式会社の医療機関経営を認め，医療への営利目的の

企業参入を促進することが目標とされた。韓国では病院付帯事業を大幅に増加させ，この付

帯事業を非営利病院の営利子会社に許容することで，非営利病院の事実上の営利病院化へ

の道を開くことが目指された（４次投資活性化対策）。日本では「構造改革方針 2001」にお

いて「株式会社方式による経営などを含めた経営に関する規制の見直しを検討する。」こと

が打ち出され，その後も営利企業による病院経営の禁止の解禁は繰り返し主張された。 

（c）新自由主義的医療改革の目的 

 新自由主義的医療改革が，「経済成長の手段」として提起され，「国民の必要に応じた医療」

を真摯に模索，追求する目的で提起されたものではなかった。韓国においては，当初から廬

武鉉大統領が「医療のような知識産業も集中育成していく」（2004 年）と述べ，朴槿恵大統

領は「サービス産業に対する投資の拡大」（2014 年）の一環として医療への投資の拡大を図

ると述べた。日本においては，「医療を産業として育成しようとする産業政策」と「医療費

抑制策とその具体策としての医療提供体制の再編および医療機関合理化」の流れの中で新

自由主義的医療改革が登場してきた（横山壽一[2003]）。「営利企業参入解禁論は，その登場

の背景から明らかなように，これまでの医療のあり方を見直して問題を整理し，その解決の

具体的な方策として提起されたものではなく，いわば医療の外側から医療の変質を企てる

経済成長 

の停滞 

危機 

アメリカの新自由

主義的改革要求 

新自由主義化 
新自由主義的 

医療改革 

製造業の輸出主 

導型成長に限界 
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ための手段として持ち込まれてきたものである。」（横山壽一[2003]）は日本の状況について

適切に述べられたものであるが，これはそのまま韓国にも当てはまる。 

（d）新自由主義的医療改革による医療市場化への財界の強い期待 

 新自由主義的医療改革は政府が主体となって推進されたが，その背景には医療の市場化，

営利化を求める財界の強い要望があったことも，韓国と日本における重要な共通点である。

さらに両国において急速に進行している高齢化が医療産業市場の需要を増大させ，これが

医療産業の拡大への非常に強い期待を生んでいることも日韓に共通している[表３－７]。 

 

[表３－７ 医療市場拡大への韓国と日本の産業界の期待] 

『医療サービス産業 高度化と課題』 

サムソン経済研究所 

『ヘルスケアビジネス成長戦略研究』 

松室孝明⁽¹¹⁾ 

医療サービス産業の国内市場規模が早い速

度で成長 

市場規模：14.8 兆ウオン（1994 年） 

     → 43.3 兆ウオン（2004 年） 

－ 過去 10 年間の医療サービス産業の

成長率は年平均 11.3％と同じ時期の韓国

の GDP 増加率（年平均 8.6％）に比べて

もとても高い水準 

今後，人口の急速な高齢化，所得水準の持

続的向上などにより医療サービス産業の規

模がさらに拡大する予想 

－ 過去 20 年間の動向を示した線を利

用して単純予測するなら，2010 年には

68 兆ウオンに達する展望 

ヘルスケア市場は，2015 年に 100 兆円規模

を誇る国内最大マーケットへと成長すると

いわれる。2015 年現在の市場規模は 60 兆

円超。食品産業は 80 兆円，自動車産業は 50

兆円，建設産業は 40 兆円マーケットとされ

る（松室孝明，2015，p3）。 

ヘルスケアビジネスの対象となる年齢層の

うち，最も大きいのが 65 歳以上の高齢者

だ。高齢者人口は年々増加の一途をたどっ

ており，（以下省略，同 p19） 

みずほ銀行によると，2015 年の市場規模予

測 100 兆円の内訳は，医療関連分野が 60 兆

円，介護関連が 20 兆円，その他の健康増進

分野が 20 兆円である（同 p22）。 

（出所）『医療サービス産業 高度化と課題』（サムソン経済研究所[2007]）と『ヘルスケア

ビジネス成長戦略研究』（松室孝明[2015]）をもとに筆者作成 

 

 かつての家電，自動車といった製造業輸出主導型の経済成長に行き詰まりが生じる深刻

な危機に直面する中で，高齢化の急速な進展をうけて医療分野の市場が急拡大することへ

の産業界の期待は，韓国と日本共通して極めて強い。また両国の財界の中でも民間保険会社

および民間保険会社を擁する企業グループが医療の市場化にむけた主導的な役割を果たし

た点も注目に値する。韓国ではサムソン生命を擁するサムソン財閥が具体的な戦略を公に

しながら民間医療保険市場の拡大を実現してきた。日本ではオリックス生命を擁するオリ

ックスグループ CEO の宮内義彦が規制緩和にむけた主導的な役割を果たしてきた。日韓両

国における執拗な医療の市場化，営利化への産業界の要求には，このような医療市場の拡大
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への熱い期待があったことは，両国の新自由主義的医療改革を理解するにあたりきわめて

重要である。 

（e）新自由主義的医療改革の政府における担い手 

 新自由主義的医療改革の政府内の担い手は，経済官僚と新自由主義を奉ずる学者で医療・

福祉を担当する官僚はこれに消極的または反対であった。これは（c）で述べた新自由主義

的医療改革が，「経済成長の手段」として提起され，「国民の必要に応じた医療」を真摯に模

索，追求する目的で提起されたものではなかったことの反映である。韓国政府における新自

由主義的医療改革の主要な担い手は企画財政部の官僚であったのに対し，保健福祉家族部

の官僚は当初これに抵抗するが，徐々に企画財政部から提案された新自由主義的医療改革

を，担当部署として下請けする役割を担うように転落していく。日本政府における新自由主

義的医療改革の主要な担い手は経済産業省の官僚と政府が主催する規制緩和を目的とする

会議に招集された経営者，学者であったのに対し，厚生労働省の官僚は「営利企業による病

院経営の禁止」の解禁や混合診療の全面解禁には抵抗した。 

（f）アメリカからの改革要求とその受容 

アメリカは韓国と日本に新自由主義的医療改革についてほぼ同様の内容の要求を繰り返 

し，韓国と日本の企業の要求とこのアメリカからの要求が結びつき，新自由主義的医療改革

が提案された。そして提案された新自由主義的医療改革においてはアメリカ型の医療シス

テムを理想とする方向で提案がなされた。「公的な国民皆保険を弱体化，解体して民間医療

保険に代替する」ことや「営利企業による病院経営」は，アメリカにおいてはすでに実現し

ている現実である。 

（g）新自由主義的医療改革と政権交代 

 韓国では進歩派政権である廬武鉉政権により新自由主義的医療改革が開始され，李明博

政権，朴槿恵政権と保守政権において改革が促進されたように，政権交代があっても改革は

継続された。日本でも小泉政権により新自由主義的医療改革が開始されて以降，自民党から

民主党へ，再び自民党へと政権交代が行われたが政府の医療改革への試みは継続された。こ

のように日韓両国において新自由主義的医療改革の開始以来，政権交代に関係なく医療改

革の試みは継続されてきたが，韓国の文在寅政権は例外である。文在寅政権の登場により韓

国の新自由主義的医療改革は中断され，医療の公共性を拡大する政策が実行されつつある。

これは政治指導者の意志と医療改革をめぐる力関係の変化により，新自由主義的医療改革

を中断させ，医療における公共性の拡大を実現させる改革が可能であることを示している。 

 

４－２ 新自由主義的医療改革における韓国と日本の差異とそれが生じた理由 

 このように韓国と日本の新自由主義的医療改革は多くの共通点をもって始まり，類似し

た提案がなされたが，異なる経過をたどった。韓国の新自由主義的医療改革は挫折したもの

もあったが，文在寅政権の登場までは民間医療保険の急拡大が顕著であるなど一定程度進

展した。これに対して日本では漸進的にしか市場化は進展しなかった。韓国において，新自
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由主義的医療改革が日本より進展した理由は以下の２点にあった。 

 第一に，韓国では公的医療保険が 1977 年に始まった当初から混合診療が認められてきた

ために公的保険適用外の診療項目の拡大が続いてきた。これに加えて韓国では日本と比較

して公的医療保険の保障率が低い[図３－５]。 

 

[図３－５ 韓国と日本における公的医療保険の給付，本人負担，公的保健適用外診療] 

[韓国]                    [日本] 

公的医療保険の給付 

（約 62.7％） 

本人負担 

（21.3％） 

 公的医療保険の給付 

（約 85％） 

本 人

負担 

公的保険適用外診療が多い（16.0％） 公的保険適用外診療が少ない 

（ ）は 2010 年 

（出所）筆者作成，[韓国]の（ ）の出所は「国民健康保険公団報道資料 2012 年 2 月 8 日」 

 

そのために公的医療保険の保障率が，日本の約 85％に対し，韓国は約 62％と低く，これ

が韓国において実損型の民間医療保険が急拡大する余地を生んだ。つまり韓国では「混合診

療の容認➡公的医療保険の非給付診療の拡大➡患者の自己負担分の増大➡実損型の民間医

療保険の加入率の増大」がおこったのに対し，日本では混合診療の容認が幾度も提起されて

きたが，全面容認は現在まで実現しなかった。このために日本では実損型の民間医療保険が

ほとんど拡大してこなかった。 

第二に，韓国では財閥オーナーを司令塔に財閥企業が強い結束を保ち，各財閥が民間保険

会社と大病院さらに大学の医学部を実質，傘下においてきたことが新自由主義的医療改革

を促進させた。新自由主義的医療改革論者がめざすアメリカ型の医療システムを構築する

には，大資本が民間保険会社と大病院を傘下におくか提携することがポイントになる。韓国

では財閥が，民間保険会社，大病院，大学医学部を傘下においていることが多い。 

 これに対し日本では企業グループが民間保険会社や大病院を傘下におくケースは少なく，

大学医学部を傘下におくケースは皆無に等しい。さらに日本では戦後の財閥解体後，旧財閥

の企業グループは復活したが韓国の財閥のように強い指導力をもつオーナーは存在せず，

戦前のような強い結束はない⁽¹²⁾。このような結束のゆるさは保険会社との関係について

も同様で，３大企業グループのうち，三菱は明治安田生命保険，住友は住友生命と資本関係

があるが，2016 年に三井生命は日本生命と経営統合を行い，日本生命の子会社になった（三

井生命の株式は日本生命が 82，6％，三井住友銀行が 11，0％を保有，2017 年 9 月現在）。

このように韓国の財閥と日本の企業グループはかなり性格が違い，韓国では財閥オーナー

の指導力の下，財閥が民間保険会社，大病院を傘下においてきたことが，韓国の新自由主義

的医療改革をより推進させた。 

 特に韓国では医療サービスを製造業にかわる基幹産業として育てようとするサムソン財

閥の強い意志と実行力が韓国の新自由主義的医療改革を促進した。これに対し，日本では総
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合規制改革会議の宮内義彦オリックスグループ CEO が新自由主義的医療改革において主

導的な役割を果たしたが，サムソン財閥とオリックスグループでは両国の経済界において

占める比重は全く異なる。サムソン財閥が韓国を代表する巨大企業グループでこのサムソ

ン財閥がグループをあげて医療サービスへの参入を図ったのに対し，オリックスグループ

は日本において新興の企業グループで，日本では医療の産業化に積極的な動きをみせたの

は宮内義彦ら一部の経営者にすぎなかった。日本では宮内義彦や規制緩和を掲げた日本政

府の様々な会議で集った八代尚宏のような学者や日本経済新聞，経団連が「混合医療の全面

解禁」や「株式会社の病院経営の解禁」を主張したが，サムソン財閥のように強い指導力を

もって，大手民間保険会社を傘下におきながら，大病院をいくつも新たに建設するような大

企業や企業グループは存在してこなかった。例えばトヨタ自動車はトヨタ記念病院を保有

しているが，これは 1938 年トヨタ自動車工業挙母工場内に従業員の福利厚生のために始め

た診療所が地域に根ざして成長した病院で，トヨタがこれを基礎に医療産業に大規模投資

する気配をみせてきたわけではない。これに対しサムソンは 1994 年にソウルサムソン病院

を開院して以降，医療産業化の意図の下，医学部をもつ成均館大を傘下におくことと並行し

て 4 つの大病院を現在まで約 20 年のうちに開院してきた。このサムソン財閥の強い意志と

実行力が韓国の新自由主義的医療改革をより前進させる推進力になった。 

 

第５節 小括 

 第３章の結論は以下のとおりである。 

2000 年代にはいり韓国と日本において，ほぼ同時期に始まった新自由主義的医療改革は

きわめて類似した歴史的な背景の下，共通性の高い構造の中で推進された。次に類似した歴

史的な背景の下，共通性の高い構造の下で韓国と日本において新自由主義的医療改革が推

進されたが，韓国のほうがより医療の市場化，営利化が進展した。 

2000 年代にはいり韓国と日本で試みられた新自由主義的医療改革における歴史的な背景

の類似性と構造における共通性は次の（a）～（g）に要約できる。 

（a）かつての製造業輸出型の経済成長が限界に直面し，この資本蓄積の危機を克服する 

ために新自由主義的改革が試みられ，新自由主義的医療改革はこれを受けて始まった。 

（b）新自由主義的医療改革が 2000 年代初頭に始まり，類似した提案が行われた。その核

心は「国民皆保険の解体」と「営利企業の医療への参入」にあった。 

（c）新自由主義的医療改革が「経済成長の手段」として提起され，「国民に必要な医療」を

真摯に追及する目的で提起されたものでなかった。 

（d）新自由主義的医療改革が医療サービス産業市場の拡大を期待する産業界の非常に強い

要望にそって提起された。 

（e）新自由主義的医療改革の政府内における主要な担い手が経済官僚で，医療・福祉部署

の官僚はこれに消極的または反対であった。 

（f）アメリカは日韓両国にほぼ同様の新自由主義的医療改革の要求を行い，この外圧と両
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国内の産業界の圧力が結合して改革が試みられた。 

（g）政権交代があっても新自由主義的医療改革は継続された。ただし韓国の文在寅政権だ

けは例外で文在寅政権により，現在，韓国の新自由主義的医療改革は中断している。 

このようにきわめて類似した歴史的な背景の下，共通性の高い構造の中で新自由主義的

医療改革が試みられたが，日本と比較して韓国の新自由主義的医療改革はより進展した。そ

の理由は次の２点である。 

第一に，日本では原則禁止されている混合診療が，韓国では容認されているために公的医

療保険適用外診療が非常に多い。韓国は医療財源における公的負担の比率が，日本の約 85％

と比べ約 62％と非常に低い。 

第二に，韓国では財閥が民間保険会社，大病院，大学医学部を傘下においている。特に韓

国では医療サービスを製造業にかわる基幹産業として育てようとするサムソン財閥の強い

意志と実行力が医療の市場化，営利化をより推進させた。 

 このうちの混合診療の容認は，韓国の公的医療保険の後発性に起因するものである。韓国

は公的医療保険が日本などと比較して遅く始まり（1977 年），国庫負担をしないまま医療保

険適用人口を拡大させるために混合診療を容認し，医療保険の給付率を低くおさえた。これ

に対し韓国財閥の市場化への強い意欲はむしろ韓国が日本よりも強く新自由主義の影響を

受けたことに起因するものである。韓国において日本よりも新自由主義的医療改革の進展

が進んだのは，日本企業以上に新自由主義を受け入れた韓国財閥が 1980 年代末以降に民間

保険会社，大病院，大学医学部を傘下におき，サムソン財閥の強い意志と実行力に韓国政府

が動かされたからである。韓国は公的医療保険の整備においては日本よりも後発でありな

がら，新自由主義の積極的な受容においては日本より先んじた。韓国の公的医療保険の保障

率の低さが，実損型の医療保険の販売を加速させたように，韓国の公的医療保険における後

発性がかえって，韓国の新自由主義的医療改革を日本よりも加速させる結果を生んだ。 

このように韓国と日本の新自由主義的医療改革の過程を検証した時に，その過程を次の

ように要約することが可能である。 

まず高齢化の進展などにより医療市場の大幅拡大が予測される中で，医療の市場化，営利

化を求める産業界の強い要求とアメリカの圧力を受けた政府が新自由主義的医療改革の実

施を試みてきた。次にこのような新自由主義的医療改革を求める要求とこれに反対して医

療の公共性を保持しようとする医師，労働組合，市民団体などとの激しい衝突が生じ，この

衝突における力関係が新自由主義的医療改革の進展の度合いを決めてきた。 

したがって新自由主義的医療改革は，「挫折」か，「達成」か，という二者択一の問題では

なく，常に過程の問題であり，医療の市場化，営利化を求める勢力と公共性を維持しようと

する勢力の両方が存在する限り新自由主義的医療改革をめぐる緊張関係は継続し，力関係

の変化により，いつでも新自由主義的医療改革は進展したり，後退する。 

 家電，自動車といった製造業製品輸出型の経済成長の継続への深刻な危機に直面する中

で，医療市場の大幅な拡大とそれにともなう莫大な収益への期待が見込める医療市場への
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参入を韓国や日本の産業界が簡単に放棄するとは考えにくい。医療市場の拡大のためには，

新自由主義的医療改革により医療の公共性を抑える必要があり，医療の市場化にむけた確

執は両国において今後も継続すると考えられる。 

第３章の結論は本論文全体の主題である医療における公共性の視角から以下のように整

理できる。2000 年代にはいり韓国と日本において，ほぼ同時期に始まった新自由主義的医

療改革はきわめて類似した歴史的な背景の下，共通性の高い構造の中で推進され，医療サー

ビス産業市場の拡大を期待する産業界の非常に強い要望にそって推進が試みられた。それ

は「経済成長の手段」として提起され，「国民に必要な医療」を真摯に追及する目的で提起

されたもので，その核心は「国民皆保険の解体」と「営利企業の医療への参入」にあった。

「国民皆保険の解体」は公的医療保険を解体し，これを民間医療保険が代替することを意図

したもので，まさに医療における公共性を弱め，市場化を進めるものである。また「営利企

業の医療への参入」も医療に対する規制を弱め，医療の市場化を進めるものである。このよ

うに 2000 年代以降の日本と韓国において医療における市場化を進める動きが共通性の高

い構造の下に試みられ，その動きにおいて医療における公共性が標的にされる事態が具体

的に生じたことは，本論文全体の主題である医療における公共性を考察するうえで非常に

重要である。 

 

 [注] 

（１） この定義の前提となる資本蓄積危機と新自由主義についての詳細は，デヴィッド・

ハーヴェイ[2007]を参照。 

（２） 金泳三政権の時に行われた金融自由化とアジア通貨危機の韓国への波及の関係につ

いての詳細は，チ ジュヒョン[2011]４章を参照。 

（３） 「サムソン生命戦略報告書・民営医療保険の発展段階」についての詳細は，小笠原

信実[2018]を参照。 

（４） 廬武鉉大統領とサムソンとの関係について，さらにチ ジュヒョンは「廬武鉉大統

領とサムソンの関係は当時，知られていたよりも深かった」（チ ジュヒョン[2011]，

p.369）としてその緊密な関係を述べている。 

（５） [図３－２]の状態から[図３－３]の状態への転換については，シン ヨンジョン

［2009］，ウ ソッキュン［2017］を参考にした。 

（６）災難的医療費は「재난적의료비」の直訳で，「過度に経済的な負担になる医療費」を

意味する。「災難的医療費」という言葉は韓国では定着している言葉で，政府の公式

の文書でも使われている。災難的医療費という言葉が存在し，一般的に使用されてい

ること自体が，韓国において医療費の自己負担比率が高いために，医療を受けること

による経済的な負担に苦しんでいる層が一定以上存在することを意味している。 

（７）韓国では公的医療保険が国民皆保険を実現していながら，保険料が支払えないために

資格停止になったり，保険適用外診療が多いために自己負担分を支払えないなどの
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経済的な理由により医療をうけられない人たちが存在する。公的医療保険がカバー

できていないこの部分を韓国では「公的医療保険の死角」としばしば表現し，関連文

献において頻繁に使われている。韓国における公的医療保険の死角の詳細について

は小笠原信実［2018］を参照。 

（８）日本の新自由主義化の始まりについての詳細は，渡辺治［2007］を参照。渡辺治は，

1980 年代の中曽根政権の行政改革と民営化が日本における新自由主義化の始まりで

あると当時は考えたが，結論は 1990 年代に細川政権期に新自由主義化が始まったと

述べている。筆者もこれに同意し，本論文における日本の新自由主義化の始まりを

1990 年代細川政権期とした。 

（９）「社会保障制度改革推進法」および「プログラム法」の問題点は，横山壽一が詳細か

つ適切に述べているので本論文においては重複を避けた。「社会保障制度改革推進法」

および「プログラム法」の問題点については，横山壽一［2013］および横山壽一［2015］

を参照。 

（１０）詳細は，日本医師会［2014］『規制改革会議が提言する選択療養制度（仮称）につ

いて』を参照。 

（１１）松室孝明は，タナベ経営ヘルスケアビジネスコンサルティングチームリーダーで 

    ある（松室孝明[2015]，著者紹介）。 

（１２）三井，三菱，住友などの日本の企業集団は，現在「財閥」と称するのはふさわしく

ないと考え，「企業グループ」とした。戦後の日本の「企業グループ」の再編につ

いては奥村宏［2005］を参照。日本の「企業グループ」と韓国の「財閥」との比較

は，意義のある研究主題であると考えるが，本論文では主題である医療改革を考察

するのに必要な範囲で言及した。 
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    第４章 平等型の医療制度と医療における公共性 

 

第１節 問題提起と先行研究の検討 

第４章においては平等型の医療制度および医療における公共性の意義を普遍的に考察す

る。これにあたり第２章と第３章において検証した 1990 年代以降の韓国と日本の医療にお

ける市場化にかかわる諸課題のうち以下の２点について検証を行う。 

（１）日本における混合診療の解禁をめぐる議論について検証する。 

（２）韓国における実存型の民間医療保険の実態について検証する。 

 第２章と第３章において検証した諸課題のうち特に上記２点に注目する理由は以下の理

由による。第２章において検証したように，韓国では当初から混合診療が容認されていたた

めに保険適用外診療が増大し，これが 2000 年以降の実損型の民間医療保険の販売拡大を促

し，医療の市場化が進展した。これに対して日本では混合診療が原則禁止されてきたので必

要な治療は比較的迅速に保険適用されてきたために，実損型の民間医療保険の販売が容易

でなく，医療の市場化を求める企業経営者は混合診療の全面解禁を求めた[図４－１]。 

 

[図４－１ 医療の市場化についての韓国と日本の相違] 

[韓国] 

1990 年代まで                2000 年以降 

   

  

 

[日本] 

1990 年代まで                2000 年以降 

               罰 × 

  混合診療限定解禁 

                                医療の市場化停滞 

（出所）筆者作成 

 

第３章において検証したこのような韓国と日本の医療の市場化の過程の差異において，

韓国においては実損型の民間医療保険の販売が拡大した点が日本と大きく異なることに注

目し，この実損型の民間医療保険の販売拡大に焦点を当てる。これに対して日本においては

医療分野の規制緩和をめぐる議論において混合診療の解禁の是非が最大の焦点の一つにな

ったことに注目して，日本における混合診療の解禁をめぐる議論において如何なる議論が

行われ，その結果としてどの程度混合診療の解禁が進展したかに焦点をあてる。 

 そしてこれらの実態をふまえて平等型の医療制度を実現するための医療制度および医療

混合診療

の容認 

保険適用外

診療の増大 

混合診療

の禁止 

実損型民間医療      

保険の販売拡大 

必要な治療

の保険適用         

混合診療の解禁

をめぐり議論    

医療の市

場化進展 
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における公共性の意義を普遍的に考察する。この平等型の医療制度は第１章の分析視角に

おいて述べたように権丈善一[2010]が用いた表現である。権丈善一は１人当たり医療費を増

やすルートとして，国民皆保険下で公的投入を上げるルート，私的負担を増やすルート（権

丈善一[2010]p.25）があると述べ，公的投入を上げるルートとして平等消費型医療制度，私

的負担を増やすルートとして階層消費型医療制度を上げている[図１－３]。第４章ではこの

医療制度における階層型と平等型という視角から，1990 年代以降の韓国と日本における構

造改革，規制緩和による医療の市場化の実態や混合診療をめぐる議論について検証を行い，

これをふまえて平等型の医療制度を実現するための医療制度および医療における公共性の

意義を普遍的に考察する。 

日本においては混合診療が原則として禁止されてきたが，混合診療の解禁をめぐり 1980

年代から熾烈な議論が繰り広げられ，多くの研究が発表されてきた。まず混合診療の解禁を

行うべきとの立場からは，総合規制改革会議などの内閣府に設置された諮問機関や東京大

学など医学部付属病院長が多くの文書を発表してきた。これに対し，混合診療の解禁に反対

する立場からは，日本医師会，厚生労働省，日本難病・疾病団体協議会などが文書を発表し

てきた。著作では出河雅彦[2013]，二木立[2012]が混合診療についてそれぞれ異なった角度

から優れた分析を行っている。また研究論文では特に前田由美子[2013]が混合診療について

適切に整理，分析しており，この他にも混合診療をめぐる研究論文は多数発表されてきた。

しかし日本においては混合診療が実質的に禁止されてきたために，実態をふまえた議論に

はなりえない。第４章ではこれらの日本の混合診療に関する先行研究における議論を検証

したうえで，実際に混合診療が容認されてきた韓国の実態と日本における議論を総括的に

考察することにより，混合診療の解禁と実損型の民間医療保険の販売拡大がもたらす実態

と平等型の医療制度および医療における公共性の意義を普遍的に考察する。 

また韓国における実存型の民間医療保険についてはチャン ウンソ[2016]が基礎的な資

料の提供を行っており，これを活用して韓国における実存型の民間医療保険の実態につい

て検証を行う。 

 

第２節 日本における混合診療の解禁をめぐる論争 

２－１ 日本における混合診療の解禁を求める動きとその論拠 

日本においては 1980 年代から混合診療の解禁の賛否をめぐり激しい論争が行われてき

た。このような論争の中で 2001 年に小泉純一郎内閣が閣議決定した「今後の経済財政運営

及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（経済財政諮問会議[2001]，以下「構造改革方

針 2001」）では，「公的保険による診療と保険によらない診療（自由診療）との併用に関す

る規制の緩和など（中略）公的医療保険の対象となる医療の範囲を見直す。」と混合診療の

解禁が方針として打ち出された。このように 2000 年代にはいり小泉純一郎内閣が混合診療

の解禁を構造改革の一環として打ち出してこれが政治的に重要な焦点になる中で，清郷伸

人が 2006 年に提起した訴訟では混合診療の是非が争われ，混合診療をめぐり行政と司法の
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両方の場において医師会や患者団体などを巻き込みながら，熾烈な論争が行われた。これら

の論争を通して現在は混合診療を部分的に解禁する形で制度改革がなされるとともに，最

高裁判所が混合診療禁止原則の適法性を認める判決を出したことで，混合診療の解禁をめ

ぐる対立に一応の決着がついている。これらの経過をまとめたのが[年表４－１]である。 

 

[年表４－１ 混合診療をめぐる主要な出来事] 

1984 年 10 月 特定療養費制度が開始。 

2001 年 4 月 小泉純一郎内閣が内閣府に総合規制改革会議設置，同年 5 月に宮内義彦を

議長に選出。 

2001 年   小泉純一郎内閣が経済財政諮問会議「今後の経済財政運営及び経済社会の

構造改革に関する基本方針」を閣議決定。歴代政権で初めて混合診療の解

禁が方針として打ち出される。 

2001 年 12 月 総合規制改革会議が規制改革に関する第 1 次答申を小泉総理に提出。こ

の中で「株式会社による医療機関経営の解禁」，「混合診療の解禁」が明記

される。 

2003 年 2 月  総合規制改革会議「規制改革推進のためのアクション・プラン」におい

て混合診療の解禁が重点検討事項になる。 

2004 年 12 月 厚生労働大臣と規制改革担当大臣が「いわゆる『混合診療』問題に係る

基本的合意」。 

2005 年 1 月  「未承認薬使用問題検討会議」の設置 

2006 年 6 月  清郷伸人が混合診療の禁止の違憲性を問う訴訟を提訴。 

2006 年 10 月  特定療養費制度を廃止し，保険外併用療養費制度に再編。 

2008 年 4 月  高度療養評価制度の開始。 

2010 年 2 月  「未承認薬使用問題検討会議」を改組して「医療上の必要性の高い未承

認薬・適応外薬検討会議」が設置され，第 1 回会議が開催。 

2011 年    清郷伸人が提訴した裁判について最高裁判所が判決。 

2013 年 8 月  規制改革会議が混合診療を最優先案件にかかげる。 

2016 年 4 月  患者申し出療養が解禁。 

（出所）筆者作成 

 

 このような混合診療の解禁の賛否をめぐる論争について考察するにあたり，まず混合診

療の解禁を求める主張の内容について検証することとする。日本において混合診療の解禁

を求める主張は主に以下の５つの動きからでてきた。 

 第一は，海外では活用されているが日本では未承認の医薬品や医療機器を低負担で活用

したい患者の要望である。がんを患い，神奈川県立がんセンターで LAK 療法とインターフ

ェロン療法（保険診療）の併用療法をうけていた清郷伸人が 2006 年に国に対して混合診療
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の違法性を提起して起こした訴訟は混合診療の解禁を求める患者が提起した訴訟であった。

さらに 2004 年には規制改革・民間開放推進会議と厚生労働省との意見交換の場で，傍聴し

ていたがん患者から混合診療の解禁を望む発言があった[資料４－１]。 

 

[資料４－１ 混合診療の解禁を求める患者の声] 

傍聴者 

今，余命３か月というふうに言われているんですけれども，今日の話を聞いている中で，

私は混合診療を１つでも望みがあるんであれば，何か治療をしたいと考えています。だけ

ど，それが全額負担になるんであれば，治療ができないんです。（中略）ほかの認証され

ていない治療をうけたらだめだよと。でもそれはアメリカとかで認可されているという

か，有効性はうたわれているわけですね。（中略）とにかく部分的な混合診療というのを

認めてほしいというのと，あともう時間がないという，この２つ，やはりもうちょっと他

人事ではなくて，もう日本人の３分の１ががんで死ぬといわれている世の中の中で，やは

りもうちょっと真剣に議論してほしいなということを，今日すごく感じました。 

（出所）規制改革・民間開放推進会議「いわゆる『混合診療』の解禁に関する厚生労働省と

の意見交換議事録」，2004 年 10 月 22 日 

 

ただし混合診療の解禁を求める声は必ずしも国民全体に広く浸透しなかったことは否め

ない。清郷伸人が 2006 年に国に対して提起した裁判の争点は，混合診療禁止原則の法的根

拠の有無とその政策としての妥当性であったが，最高裁判所は 2011 年 10 月 25 日に国の

法解釈と政策を妥当とする判決をくだした⁽¹⁾。 

 第二は，混合診療を医学研究に活用したいという一部の医療関係者である。この主張につ

いては，2004 年 11 月に出された３大学医学部付属病院長が規制改革・民間開放推進会議                  

議長である宮内義彦に提出した要望書によく表れている[資料４－２]。 

この要望がだされた背景について出河雅彦[2013]は以下のよう述べている。国立大学は，

３病院長が要望書を出した約半年前の 2004 年 4 月から法人化されていた。国立大学の主な

収入源は，国費のほかは，学生の納める学費と付属病院の収入だが，法人化後は教育研究費

などの経費として国から配分される運営費交付金が，国の財政再建策の一環として 2005 年

以降毎年１％削減されることになっていたため，病院経営の健全化は各大学にとって極め

て重要な課題となっていた（出河雅彦[2013]p.145）。この要望書は東京大学など３大学医学

部付属病院長という医療現場から主張された混合診療の解禁の主張ではあるが，出河雅彦

が述べているように医療現場における患者の治療のためよりもむしろ病院経営や医療研究

費の確保という研究の推進という動機からなされた側面がある。また東京大学など３大学

医学部付属病院長ら一部の医師は混合診療の解禁を求めたが，日本医師会が混合診療の解

禁に強く反対するなど混合診療の解禁の主張が広く医師の間で支持されたわけではない。 
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 [資料４－２ 医療保険制度等の規制緩和に関する要望書] 

規制改革・民間開放推進会議                 平成 16 年 11 月 22 日 

議長 宮内 義彦 殿 

                      東京大学医学部付属病院長 永井良三 

                      京都大学医学部付属病院長 田中紘一 

大阪大学医学部付属病院長 萩原俊男 

（略） 

 私共 3 大学病院は，先端医療や高次医療の開発と実践において，わが国の先端的役割

を果たして参りました。（中略）特定療養費制度の適用認定には長時間を要し，また，医

療技術の進歩が遅れがちになるという問題もあります。さらには，健康保険が適用された

場合でも，保険上の制約が多く，必要な人的・物質資源をまかなう経費が必ずしも保証さ

れていないのが実情です。（中略） 

 別紙に示すような特定療養制度の抜本的改革を含む規制緩和を要望いたします。 

 

別紙 

Ⅰ 医療保険制度に関する規制緩和（特定療養費制度の抜本的改革もしくは混合診療の

導入） 

１ 保険医療と自己負担を組み合わせた「高次医療制度」の新設 

人手や医療材料を多く要する高次医療について，薬事法，健康保険法で認められた範囲

の療養については現物給付とするが，患者の要望と同意のもとに，診療機関がこれを超

えて提供した部分については，患者の自己負担とする。自己負担のあり方については，

例えば患者の収入を考慮した制度とする。    

２ 高度先進医療の申請・許可から事後届出制への変更 

３ 諸外国で承認・使用されている医薬品や医療材料の使用 

４ 治療終了後の未承認薬の使用 

５ 新たな治療薬への保険の準用 

Ⅱ 医療制度以外のもの 

（以下，略） 

（出所）「医療保険制度等の規制緩和に関する要望書」（永井良三，田中紘一，萩原俊男）。 

 

 第三は，混合診療の解禁により医療費の増加を抑制したい財務省である。日本における国

債発行残高は 1990 年代前半に急速に増大を始めた。二木立によると 1996 年に大蔵省の中

川真主計局厚生第三係主査が「混合診療へ方向転換」することを主張した（二木立[2012]，

p.52）。この背景には国債発行残高を増大させたくない大蔵省が公的医療保険への国庫支援

を増額させることを望まず，そのための医療費削減の手段として混合診療の解禁を主張し

始めたという事情があった。しかし後述するように財務省は後に混合診療の全面解禁に反
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対にまわる。 

 第四は，混合診療の解禁による医療ビジネスの振興を図る経済界，経済産業省，一部の経

済学者である。小泉政権が 2001 年閣議決定した「構造改革方針 2001」において混合診療

の解禁が方針として打ち出された後，混合診療が本格的に議論されるようになるのは，規制

改革委員会の後継組織となった「総合規制改革会議」においてであった。まずこの総合規制

改革会議において「混合診療の解禁」が「株式会社等による医療機関経営の解禁」といっし

ょに打ち出されたことはきわめて重要な意味を持つ[資料４－３]。 

 

[資料４－３「規制改革推進のためのアクションプラン」４ 重点検討事項] 

４ 重点検討事項 

（１）医療 

  ① 株式会社等による医療機関経営の解禁 

  ② いわゆる「混合診療」の解禁（保険診療と保険外診療の併用） 

  ③ 労働者派遣業務の医療分野（医師・看護師等）への対象拡大 

  ④ 医薬品の一般小売店における販売 

（２）福祉・保育等 

  ⑤ 幼稚園・保育所の一元化 

（３）教育 

  ⑥ 株式会社，NPO による学校経営の解禁 

  ⑦ 大学・学部・学科の設置等の自由化 

（４）農業 

  ⑧ 株式会社等による農地取得の解禁 

（５）都市再生 

 ⑨ 高層住宅に関する抜本的な容積率の緩和 

（６）労働 

 ⑩ 職業紹介事業の地方自治体・民間事業者への開放促進 

（７）その他特区において一部認められているものの，早急に全国展開を図る必要性の高

いもの 

 ⑪ 株式会社等による特別老後老人ホームの解禁 

 ⑫ 株式会社等による農業経営（農地のリース方式）農地取得の解禁 

（出所）「規制改革推進のためのアクションプラン」（総合規制改革会議，平成 15 年 2 月 17

日） 

 

日本の医療法においては，第７条で医療機関の営利目的を禁止し，第５４条で余剰金の配

当を禁止しており，株式会社による医療機関の運営は禁止されている。医療機関にこのよう

な非営利性を求める根拠は以下の２点である⁽²⁾。一つは医療サービスには情報の非対称性



80 

 

が存在し，このためにおこりうる医療機関のモラル・ハザードは医療機関が営利目的で行動

するからこそおこる問題である。もう一つは医療機関が営利目的で行動する時に採算性の

高い医療分野や地域に限定して医療を提供するクリーム・スキミングがおきやすい。医療法

が定めるこのような医療における非営利性の原則を突き崩す「株式会社等による医療機関

経営の解禁」とともに，総合規制改革会議が混合診療の解禁を打ち出したことは注目すべき

点である。さらにこの総合規制改革会議アクションプラン実行ワーキンググループの委員

は，主査を務めた宮内義彦オリックスグループ CEO，副主査の鈴木良男旭リサーチセンタ

ー社長を始め，企業経営者と大学教授がほとんどで医療関係者が全くいない。また大学教授

でも清家篤慶応義塾大学が商学部教授であるなど医学部の教授さえ全く参加していない[資

料４－４]。 

 

[資料４－４ 総合規制改革会議アクションプラン実行ワーキンググループ委員名簿] 

総合規制改革会議アクションプラン実行ワーキンググループ委員名簿 

主 査 宮内 義彦  オリックス株式会社取締役兼代表執行役会長・グループ CEO 

副主査 鈴木 良男  株式会社旭リサーチセンター代表取締役社長 

委 員 奧谷 禮子  株式会社ザ・アール代表取締役社長 

    神田 秀樹  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

    河野 栄子  株式会社リクルート代表取締役兼 CEO 

    佐々木かおり 株式会社イー・ウーマン代表取締役社長 

    清家 篤   慶応義塾大学商学部教授 

    高原 慶一朗 ユニ・チャーム株式会社代表取締役社長 

    八田 達夫  東京大学空間情報科学研究センター教授 

    古河 潤之助 古川電気工業株式会社代表取締役会長 

村上 利栄  ゴールドマン・サックス証券会社マネージングディクター経営管理室長 

森  稔   森ビル株式会社代表取締役社長 

    八代 尚宏  社団法人日本経済研究センター理事長 

安居 祥策  帝人株式会社代表取締役会長 

    米澤 明憲  東京大学大学院情報理工学系研究科教授 

（出所）総合規制改革会議「規制改革推進のためのアクションプラン」（平成 15 年 2 月） 

 

 このように総合規制改革会議が混合診療の解禁を株式会社等による医療機関経営の解禁

とセットで打ち出したことやアクションプラン実行ワーキンググループ委員が経営者など

で占められて医療関係者が全く参加していないことは，総合規制改革会議による混合診療

の解禁が国民の医療環境を改善するとの視点よりむしろビジネスの論理を動機としている

ことをよく示している。この総合規制改革会議による混合診療の解禁についての根拠が[資

料４－５]である。 
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[資料４－５「規制改革推進のためのアクションプラン」いわゆる「混合診療」の解禁（保

険診療と保険外診療の併用）] 

２ いわゆる「混合診療」の解禁（保険診療と保険外診療の併用） 

（１）患者の健康・安全等を確保するという観点から個別・具体的に事前審査を経たうえ

で承認される「保険診療」に対して，単独ではこうした審査必要なく自由に行われて

いる「保険外診療」を併用・付加した途端に，一連の診療行為が，本来の保健診療部

分も含めて保険診療として否定され，全て保険外診療とされることには，合理性がな

いこと 

（２）いわゆる「混合診療」が解禁されれば，患者がこれまで全額負担しなければならな

かった高額な高度・先端的な医療が，一定の公的保険による手当ての下で受けられる

ようになるため，「金持ち優遇」どころか，むしろ逆に，受診機会の裾野を拡大し，

国民間の所得格差に基づく不公平感は是正されること 

（３）現行のままでは，いわゆる「混合診療」を避けるため，例えば本来１回の入院・手

術で済むところを保険診療部分と保険外診療部分を分けて行うなど，あえて診療行

為の分断などを行うことにより，患者の身体的・経済的負担を増大させるとともに，

こうした非効率な行為が，医療費全体を増大させているとの事実もあること 

（４）現行のままでは，海外では広く認められているにもかかわらず，我が国では公的保

険の適用外となっている新しい医療技術・サービスに対する医師の積極的取組を阻

害したり，患者の受診機会を狭め，医療サービスの質の向上を妨げているといった弊

害が大きいこと 

（５）現行の特定療養費制度については，中央社会保険医療協議会などにおける審議にお

いて，個別の技術等を対象に承認するやり方では，現場の創意工夫を医療技術の競争

を促進しないとの指摘もあること 

（出所）「規制改革推進のためのアクションプラン」（総合規制改革会議，平成 15 年 2 月） 

     

第五は，アメリカ政府の日本政府に対する圧力である。医療に関連するアメリカ政府の日

本への圧力は 1985 年に始まった「MOSS（Market- Orientated Sector Selective）協議」

に始まる。MOSS 協議においてアメリカ政府は外国製品の日本市場への参入が妨げられて

いる４つの分野の一つに医薬品・医療機器を指定した。さらに 1989 年に始まる日米構造協

議，日米包括経済協議（1993 年～），日米規制緩和対話（1997 年～）が行われていくのと

並行して，1994 年以降に「年次改革要望書」が提示された。 

アメリカの医療関連産業は政府に対して積極的にロビイングを行っており，その政治的

圧力はアメリカ政府を通じて，わが国の医療政策に影響を及ぼしている。2008 年のアメリ

カにおける分野別に見た政界へのロビイング活動経費のランキングにおいて医療（Health）

セクターが１位で，年間の政界へのロビイング活動経費は 479 百万ドルにのぼる[図４－２]。 
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[図４－２ 米国における分野別に見た政界へのロビイング活動経費（2008 年）] 

 

（出所）坂口一樹[2009，p.15]，坂口は「Center for Responsive Politics “Open Secrets org”」

の公開データをもとに坂口一樹が作成 

  

さらに金融，保険，不動産（Finance， Insurance & Real Estate）が２位である。さら

にロビイング活動経費の累計額（1998 年~2008 年）においても，１位は医薬品・医療材料・

医療機器業界，２位は保険業界となっている（坂口一樹[2009]，p.17）。しかも医薬品・医

療材料・医療機器業界は他の業界よりも突出して高い。これらの資料からアメリカにおいて

医薬品・医療材料・医療機器業界，保険業界は，政界に対して最も多額のロビイング活動経

費を費やしている業界であることが確認できる。 

坂口一樹はこのような現実をふまえ，以下のように述べている。 

〇 米国の医療関連産業の政治的圧力は，米国政府を通じて，わが国の医療政策に影響を及

ぼしていると考えられる。（中略）1980 年代半ばから現在まで，医薬品・医療機器分野は，

一貫して日米通商外交上の重要分野であり続けた。 
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〇 近年の「規制改革及び競争政策イニシアティブ」における医薬品・医療機器分野の対日

要望の実現状況をみると，主に，①同分野の製品の保険償還価格の算定ルールの改革と②

同分野の規制改革（承認審査の迅速化や審査体制強化）の２点において，着実な進展が観

察できた。また，この２点における対日要望の実現は，米国医療関連産業の利益とも合致

する（坂口一樹[2009]，p.65）。 

またこのような医薬品・医療機器分野の要望に加え，アメリカはほぼ一貫して混合診療の

解禁と医療機関への株式会社参入の解禁を日本に対して要望してきた。 

 これまでの日本における混合診療の解禁を求める主張の論拠の確認から，これらの議論

は患者の要望を除くとそれぞれの利益の実現を目的とする傾向が強いものであり，現在ま

での医療現場の状況を検証したうえで国民の医療環境を真摯に改善することを動機とした

ものであるかについて疑問が残るといえるのではないか。 

 

２－２ 日本における混合診療の解禁に反対する動きと現状 

 2000 年以降になって本格化した混合診療をめぐる論争において混合診療解禁に反対する

中心的な役割を担ったのが日本医師会と厚生労働省であったが，患者団体からも反対の声

があがっていることも見逃せない。これらが混合診療の解禁に反対した論拠を確認する。 

厚生労働省の混合診療の解禁に反対する考え方はほぼ一貫していて，その考え方は複数

の文書，資料から確認ができるが，「規制改革会議「第３次答申」に対する厚生労働省の考

え方」の中の「厚生労働省の混合診療に関する見解」がよく整理されている[資料４－６]。 

 さらに厚生労働省は同様の内容の「いわゆる『混合診療』問題に対する厚生労働省の基本

的考え方」を示している。 

 

[資料４－６ 厚生労働省の混合診療に関する見解] 

 安全性，有効性等が確認され，傷病等の治療に対して必要かつ適切な医療であれば，速

やかに保険導入を進め，誰もが公平かつ低い負担で当該医療を受けることができるよう

にすることが，患者全体の利益になるものと考えている。 

 混合診療原則禁止処置を撤廃し，保険診療と保険外診療を制約なく併用できるように

することは， 

１ 保健診療により一定の自己負担額において必要な医療が提供されるにもかかわら

ず，患者に対して保険外の負担を求めることが一般化し，患者に不当に拡大するおそれ

があること 

２ 安全性，有効性等が確認されていない医療が保険診療と併せ実施されてしまうこと

により，科学的根拠のない特殊な医療の実施を助長するおそれがあることから適切で

はない。 

（出所）厚生労働省「規制改革会議「第３次答申」に対する厚生労働省の考え方」（平成 26

年 12 月 26 日）。 
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 また日本医師会も混合診療の全面解禁についてほぼ一貫して反対してきた。日本医師会

の混合診療の解禁に反対する文書も多数あり，時期により主張の整理に若干の違いがある

が，ここでは日本医師会が 2007 年に発表した「混合診療についての日本医師会の見解」の

内容を確認する[資料４－７]。 

 

[資料４－７ 混合診療についての日本医師会の見解] 

混合診療解禁の問題点 

（１）保険外診療は事前に有効性，安全性が認められていないために保険外となっている

ものである。これを保険と併用し，なんらかの問題が発生した場合，患者にとって不

利益なるばかりか，公的保険の信頼性が損なわれる。 

（２）「混合診療」が解禁され，新しい医療技術等は自己負担という流れができると，新

たな医療技術等を保険下に組み入れようとするインセンティブが働きにくくなり，

その結果，公的保険給付範囲が縮小する恐れがある。 

（３）混合診療が解禁された場合，「全額自己負担」は，「保険診療の一部負担＋保険外診

療の自己負担」になる。しかし，すべての国民に，保険外診療の自己負担が可能なわ

けではない。逆に保険給付範囲が狭まった場合，保険外となるものが出ることも予想

され，所得の少ない国民にとっては負担増になる。 

（出所）日本医師会[2007]『混合診療についての日本医師会の見解』社団法人 日本医師会 

  

 さらに難病を患う患者団体である日本難病・疾病団体協議会も混合診療の解禁に反対す

る立場を明確にした[資料４－８]。 

 

[資料４－８ 日本難病・疾病団体協議会の混合診療に対する見解] 

 この選択療養制度（仮称）について，私たちは，難病・長期慢性疾病・小児慢性疾病の

患者団体 78 団体，構成員総数約 30 万人の日本を代表する患者団体として，以下の理由

から，この事実上の混合診療「解禁」案に大きな懸念を感じ，反対するものです。 

 私たちは，混合診療問題については，以前から次のような態度を表明してきました。 

（１）政府による混合診療の解禁とは自由診療を政府が公認するものであること。 

（２）自由診療は，その安全性や有効性は担保できないことから，安全で効果のある治療

なのかどうかを患者が判断することが困難になり，医療不信を助長しかねないこと。 

（３）わが国は，国民皆保険制度の下で，誰もがいつでも必要な治療が受けられる施策を

進めており，それを今後も堅持してもらいたいこと。 

 

 この（案）では，医師の診療計画の策定，患者への必要性とリスクについての書面での

説明と，患者の納得したうえでの書面での承諾を条件にあげていますが，藁をもすがりた

い思いの患者にとって，対等なインフォームドコンセントがどの程度担保できるかは疑
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問です。また過去には医師が自由に投薬できることによって多くの難病患者の生命と健

康に大きな被害が生じた経験を有しています。その時代への逆戻りは許されないと思い

ます。 

（出所）一般社団法人日本難病・疾病団体協議会[2014]「厚生労働大臣・規制改革会議議長

あての要望書（2014 年 4 月 3 日）」 

 

２－３ 混合診療の解禁をめぐる議論についての考察 

これらの根強い混合診療の解禁に反対する主張が展開された結果，混合診療の全面解禁

はなされず，現在は混合診療を部分的に解禁する形で制度改革がなされるとともに，最高裁

判所が混合診療禁止原則の適法性を認める判決を出したことで，一応の決着がついている。 

つまり原則として混合診療の全面解禁は行わないが，厚生労働省が定める評価診療と選

定療養および患者申出療養について混合診療を限定的に認めるという制度改革がなされた

[資料４－９]。 

これまでの日本における混合診療の解禁について賛成，反対の両方の主張の論拠の確認

から，両者の主張および賛否をめぐる議論について以下のことがいえる。 

 第一に，混合診療の解禁をすべきとの主張は，患者の要望を除くと現在までの医療現場の

状況を検証したうえで，国民の医療環境を真摯に改善することを動機として生まれてきた

というより，それぞれの私的な利益の実現を目的とする傾向が強いとこれらの議論の論拠

の検証によりいえる。つまり東京大学など３大学医学部付属病院長は財源不足や研究費の

不足に対して収入増加のために混合診療の解禁を主張，財務省は国債残高が増大し始めた

1990 年代に医療費抑制のために混合診療の解禁を主張，総合規制改革会議などの政府の諮

問会議の委員になった企業経営者は医療ビジネスの拡大のために混合診療の解禁を主張，

アメリカ政府はアメリカ国内の医療関連産業の利益を代弁して日本政府に対して混合診療

の解禁を主張した。これらは医療現場の状況を検証したうえで，国民の医療環境を真摯に改

善することを動機としたものでないことは共通しているが，それぞれ重要な課題を含んで

いる。 

 まず東京大学など３大学医学部付属病院長の主張の背景には，国立大学法人化による財

源不足や研究費の不足を混合診療の解禁による収入増加により補おうとする側面があった。

東京大学など３大学医学部付属病院長は「保険医療と自己負担を組み合わせた「高次医療制

度」の新設」として，「人手や医療材料を多く要する高次医療について，薬事法，健康保険

法で認められた範囲の療養については現物給付とするが，患者の要望と同意のもとに，診療

機関がこれを超えて提供した部分については，患者の自己負担とする。」ことを要望してい

るが，高次医療が「人手や医療材料を多く要する」のであれば，それは医療研究への公的な

支援の拡大による研究費の増額により解決するべきである。日本の医療研究費がアメリカ

などの先進諸外国と比較して十分でないことは事実である。特に研究費への公的支援の不

足は，高次医療の研究に対する製薬会社の資金提供の余地を生むという点でも問題である。 
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[資料４－９ 保険外併用療養費について] 

保険診療との併用が認められている療養 

 評価療養・・保険導入のための評価を行うもの 

  選定療養・・保険導入を前提としないもの 

○ 評価療養 

 ・ 先進医療 

 ・ 医薬品，医療機器，再生医療等製品の治験に係る診療 

 ・ 薬事法承認後で保険収載前医薬の医薬品，医療機器，再生医療等製品の使用 

 ・ 薬価基準収載医薬品の適応外使用 

  （用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの） 

 ・ 保険適用医療機器，再生医療等製品の適応外使用 

  （使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの） 

○ 選定療養 

 ・ 特別の療養環境（差額ベッド） 

 ・ 歯科の金合金等 

 ・ 金属床総義歯 

 ・ 予約診療 

 ・ 時間外診療 

 ・ 大病院の初診 

 ・ 小児う触の指導管理 

・ 大病院の再診 

 ・ 180 日以上の入院 

 ・ 制限回数を超える医療行為 

（出所）厚生労働省ホームページ（最終アクセス 2020 年 2 月 26 日）。 

 

しかし医療研究費の公的な支援が不足しているから混合診療を解禁することにより研究

費の不足分を補おうとするのは，研究費の不足分を患者負担に転嫁しているといえる。人手

や医療材料を多く要する高次医療の財源の不足について，混合診療を解禁することによる

「患者の自己負担」の増額により解決を図るというやり方には疑問の余地が残る。 

 次に財務省が国債残高が増大し始めた 1990 年代に混合診療の解禁を主張したのは医療

費抑制のためであった。しかし二木立[2012]によると大蔵省（当時）の中川真主計局厚生第

三係主査は1996年に混合診療へ方向転換することを主張した。さらに財政制度等審議会も，

自公政権時代には，「建議」で毎年のように混合診療解禁を主張した（二木立[2012]，pp.52

－53）。二木立は混合診療に関する財務省の方針転換について以下のように述べている。 

 

財務省も混合診療の部分拡大は求めていますが，最近は，原則解禁論は主張していません。
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なぜなら，財務省は，混合診療を原則解禁すると私的医療費だけでなく，公的医療費も膨張

することを理解し始めたからです。この点については，最近，香取照幸厚生労働省政策統括

官が「財務省も混合診療に反対なのはブーメランのようにコスト増に跳ね返り医療費が増

えるからだ」と率直に指摘しています（二木立[2012]，p.52）。 

 

このように財務省は国債残高が増大し始めた 1990 年代に医療費抑制のために混合診療

の解禁を主張したが，混合診療を原則解禁すると私的医療費だけでなく，公的医療費も膨張

することを理解し始めると混合診療の解禁から反対に路線転換した。財務省のこの方向転

換は混合診療の解禁の是非をめぐる議論では重要である。「混合診療を原則解禁すると私的

医療費だけでなく，公的医療費も膨張する」との理解は正しく，今後の日本における混合診

療をめぐる議論においてこの点は分水嶺になる。つまりもし混合診療の全面解禁に医療費

抑制効果があるなら，日本における混合診療の解禁は現在よりはるかに進んだ可能性は高

い。 

 さらに総合規制改革会議などの政府の諮問会議は株式会社の医療機関経営とともに混合

診療の解禁を主張した点は重要である。混合診療が解禁になれば医療機関の公的医療保険

適用外診療が増大し，医療機関の収益性が高まることが予想されるが，医療法第５４条で余

剰金の配当が禁止されている状態が継続すれば，その利潤を配当金として受け取ることが

できない。「混合診療の解禁」が「株式会社等による医療機関経営の解禁」とセットで打ち

出されたことは，混合診療の解禁により大幅に増大する医療機関の公的保険以外の収入源

から生まれる余剰金を配当としてうけとるという意図であると理解することができる。つ

まり混合診療の解禁による公的保険診療との併用により患者が経済的に保険外診療を受け

やすくなるので，混合診療の解禁が保険外診療への需要を増やす。保険外診療の価格は原則

として医師が自由に決定できるために，公的保険診療とは異なり，高い利益率を期待できる

ので，医療機関の収益性は高まることが期待される。こうしたことから増大した収益を株式

会社の医療機関経営を可能にすることで配当金として受け取ることを諮問会議などの委員

になった企業経営者は狙ったものであるということができる。 

特にこの一連の政府の諮問会議においてオリックス株式会社取締役兼代表執行役会長・

グループ CEO である宮内義彦が総合規制改革会議アクションプラン実行ワーキンググル

ープ委員の主査を務めることにより主導的な役割を果たした。オリックス生命ホームペー

ジには，「医療保険新 CURE[キュア]（入院保険）」の「ポイント３」には「公的医療保険制

度の給付対象とならない先進医療の技術料と同額を通算 2000 万円まで保証します。」と書

かれている（オリックス生命ホームページ，2020 年 4 月 24 日最終アクセス）。混合診療が

解禁されて「保険診療と保険外診療の併用」が可能になると保険外診療への需要が増え，公

的医療保険が適用されない保険外診療に備えて民間医療保険の需要が急増することが予想

される。この点について有森隆は以下のように書いている。 
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 オリックスグループは，オリックス生命はじめ，病院むけファイナンスや医療機器リース，

医療周辺サービスへと幅広く展開している。自由診療が解禁になれば，オリックス生命保険

が扱っている自由診療保険が脚光を浴び，大きく稼ぐことができる。 

 宮内は医療ビジネスへの進出を狙って，規制緩和を推進しているのではないか，という総

攻撃にあった（有森隆[2009]，p.93） 

 

 オリックス生命という民間保険会社を擁するオリックスグループのオーナーである宮内

義彦が総合規制改革会議アクションプラン実行ワーキンググループ委員の主査を務めて医

療分野の規制緩和を推進した姿は，韓国において韓国最大のサムソン生命を擁するサムソ

ン財閥が韓国における医療分野の規制緩和を求めた姿と重なる。混合診療の解禁による民

間医療保険の販売拡大により最も利益を得る民間保険会社を擁する企業グループが医療分

野の規制緩和を日韓共に求めたことより，医療分野の規制緩和が社会全体の公益よりも私

的な利益が動機であったといえるのはないか。混合診療の解禁と株式会社の医療機関経営

の解禁が結びつくことにより，医療産業への新規参入への機会はあらゆる企業に開かれる。

日本経済新聞社が最後まで混合診療の解禁を主張したのは，宮内義彦だけでなく，むしろ幅

広い企業経営者の間に医療産業への新規参入への期待があったからであると考えられる。 

さらに坂口一樹は米国の医療関連産業の政治的圧力は，米国政府を通じて，わが国の医療

政策に影響を及ぼしていると考えられる（坂口一樹[2009]，p.65）と述べている。アメリカ

政府が混合診療の解禁と医療機関への株式会社参入の解禁を継続して求めてきたのは，こ

のようなアメリカの医療関連産業のロビイング活動があったからであると考えられる。混

合診療の解禁によりアメリカの保険会社が恩恵を受け，これに株式会社の医療機関経営の

解禁が結びつくことによりすべての企業に医療産業への新規参入への機会が生まれること

になるのは，日本と状況は全く同じである。この意味で混合診療と医療機関への株式会社参

入の解禁についてオリックス生命など日本の民間保険会社とアフラックなどアメリカの民

間保険会社の利益は一致する。アメリカの外圧を受けながら，総合規制改革会議などの政府

の諮問会議が混合診療の解禁を主張した背景にはこのような利害の一致があったというこ

とができるのではないか。 

第二に，混合診療の解禁に反対する日本医師会，厚生労働省，日本難病・疾病団体協議会

の主張が正しいことは，第２章における韓国の実態が何より具体的に示している。 

混合診療はそもそも保険の原則に反している。公的医療保険は病気，ケガなどに対して医

療機関で受けた治療費を保障するものだから，民間保険なら損害保険，民間医療保険なら，

実損型の民間医療保険にあたる。民間保険会社が運営する，実損型の民間医療保険が混合診

療を認めることがありえない。その基本的な理由は二つで，まず民間保険会社はあらかじめ

保険で保障する範囲を示して契約を行うので，混合診療を認めることは契約の原則に反し

て保険者間の公平性を損なうからである。次に民間保険会社が運営する実損型の民間医療

保険が混合診療を認めると，給付に際限がなくなり経営が破綻する。保険原理を基礎とする
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公的医療保険が混合診療を禁止するのは原理的にはこれと同じで，保険の原理からして当

然のことである。ただし公的医療保険は民間医療保険とは異なり公共性を基礎としている

ので，混合診療の容認に公共性を理由とした正当性が認められればその容認を行う余地は

あるが，混合診療の解禁論のほとんどはすでに検証したようにそれぞれの私的な利害を動

機としたものであるためにその容認を公共性を理由に行う余地はない。 

 第三に，以下の理由により現在の日本において部分的に解禁されている混合診療つまり

「保険診療との併用が認められている療養」のうち，評価療養は肯定的に評価できるが，選

定療養と患者申出療養は廃止する方向で検討を行うことが望ましいといえる。まず保険導

入のための評価を行う評価療養は保険に導入する方向で評価を行っているが，評価に一定

の時間がかかり，保険導入前にその治療を必要とする患者の負担を軽減するという意義を

有している。「すでに海外で承認，使用されていて日本では承認されていない治療が，混合

診療が禁止されているために安価に受けられない」との混合診療の禁止に対する批判とし

て出された一種の妥協とも理解できる。[資料４－１]で紹介したようにこのような患者の声

には切実なものがあることを考慮すると，評価療養に限定して混合診療を部分的に解禁す

ることは，このような患者の切実な批判に応える一つの方法と理解することができる。それ

は評価療養が保険導入を検討する治療について保険診療との併用を認める制度であるから

である。これに対して保険導入を前提としない選定療養は公的医療保険の公正性にそぐわ

ない。保険適用を行うか，保険適用外にするかを選別した上で制度自体は廃止にすることが

望ましい。公的医療保険は有効性，安全性が確認された治療に対して責任をもって必要な保

障を行う制度である。したがって有効かつ安全で必要であるならば保険適用を行い，そうで

ないなら選定療養から削除を行うように長期的な検討が必要である。厚生労働省が選定療

養に定めた項目にはそれぞれの事情があるが，公的医療保険の公正性に選定療養はそぐわ

ない。さらに患者の申出により「保険診療と併用して先進医療が受けられます。」とする患

者申出療養は，混合診療解禁の原則をなし崩し的に浸蝕する可能性がある。外国で承認，使

用されていて有望な先進医療に関する情報を専門家である医師や厚生労働省がえたなら，

現行の制度では評価療養に加えることができる。そもそも先進医療に関する情報を専門家

である医師や厚生労働省より先に一般患者がえる可能性はきわめて低いが，もし患者から

の要望がある先進医療があればこれも評価療養に加えることにより，保険診療との併用が

可能になる。また患者から申し出があっても，評価療養にする価値のない，つまり保険導入

のための検討をする価値もない治療に公的医療保険から支出を行うのは，厚生労働省の混

合診療に関する考え方「安全性，有効性等が確認されていない医療が保険診療と併せ実施さ

れてしまうことにより，科学的根拠のない特殊な医療の実施を助長するおそれがあること

から適切ではない。」に反する。これらの分析より現在の日本において部分的に解禁されて

いる混合診療のうち，評価療養は継続することが望ましいが，選定療養と患者申出療養は廃

止する方向で検討しないと公的医療保険の意義を損ないかねないといえるのではないか。 
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第３節 韓国における実損型の民間医療保険と公的医療保険 

３－１ 韓国における実損型の民間医療保険の実態 

 本論文は第２章において韓国における混合診療の容認が実損型の民間医療保険の販売を

促進したことを指摘した。韓国では高額療養費制度があるが，公的医療保険適用外診療はそ

の対象にならないので，医療費の実費が高額になることへの不安が，実損型の民間医療保険

の加入率を上昇させてきた。つまり「看病費，選択診療費，混合診療の容認➡公的医療保険

適用外診療の拡大➡実損型の民間医療保険の加入率の上昇」が韓国においておこってきた。

そして第２章では実損型の民間医療保険の限界はこの他にも存在し，この限界については

第４章で公的医療保険との比較を行いながら詳述するとした。第４節ではこれをうけて韓

国における実損型の民間医療保険について公的医療保険との比較を行いながら検証を行う。 

韓国における実損型の民間医療保険の概要が[表４－１]である。 

 

[表４－１ 実損型の民間医療保険の概要] 

関連法・運営 保険業法・民間保険会社が運営主体 

構     成 疾病および傷害よる通院型と入院型に大別される 

保 障 方 法 国民健康保険で保障しない医療費を対象に民間保険会社が保障 

給     付 治療目的で発生した医療費領収証から，国民健康保険公団の給付部分

に対して 90%支給，非給付部分に対して 80％支給 

単独型と特約型 単独型商品－実損医療費だけで構成 

特約型商品－死亡，後遺症害または診断費保険に実損特約付加 

保障しない事項 

 

精神科疾患および行動障害，女性生殖器の非炎症性障害による習慣性

流産，不妊および人口受精関連合併症，肥満，泌尿器系の障害 

その他，合計 18 項目 

加     入 民間保険会社に加入申請，加入時審査あり，65 歳以下に加入を制限 

（老後実損医療保険は 75 歳以下に加入制限）⁽²⁾，慢性疾患などの病

歴などにより加入を拒否 

販売保険会社 元来は損害保険会社の伝統商品であったが，2008 年から生命保険会社

も販売を始めた 

（出所）チャン ウンソ[2016]をもとに筆者が作成 

 

韓国における実損型の民間医療保険の加入率は，16.2％（2006 年）から 66.3％（2014 年）

と急拡大した。これにともない，民間医療保険加入率と月保険料は増加の一途をたどった

[表４－２]。チャン ウンソ[2016]はわかりやすく書かれた保険案内書であるが，その中で

実損型の民間医療保険について，「病院治療を受けたり，転んでケガをして使う治療費用の

最大 90％はもどってくる商品として，第２の国民健康保険と呼ばれる」（チャン ウンソ

[2016]，p. 45）と紹介している。この言葉は現在の韓国において，実損型の民間医療保険
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がもつ意味を象徴している。 

 

[表４－２ 民間医療保険加入率と月保険料]            単位：ウオン，％ 

年  度 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 

区  分 頻度（比率） 頻度（比率） 頻度（比率） 頻度（比率） 頻度（比率） 

加入世帯 5021（71.6） 4718（74.7） 4540（76.2） 4473（77.9） 4368（80.4） 

未加入世帯 1988（28.4） 1596（25.3） 1416（23.8） 1268（22.1） 1066（19.6） 

全体世帯 7000（100） 6314（100） 5956（100） 5741（100） 5434（100） 

全 体

世帯 

対比 

加入 

件数 

2.98 件 3.25 件 3.58 件 4.07 件 4.64 件 

金額 179850 195162 213360 240675 276046 

加 入

世帯 

対比 

加 入

件数 

4.16 件 4.34 件 4.70 件 5.22 件 5.78 件 

金額 251975 261751 280142 308948 343488 

筆者注：表の中の「金額」は，一月の民間保険の保険料の納付金額 

（出所）韓国医療パネル[2014]，キム ソンジュ議員室資料，翻訳は筆者 

 

韓国における公的医療保険と実損型の民間医療保険の違いを比較したのが [表４－３]で

ある。 

「第一に加入しないといけない保険は，実損型の民間医療保険である。些細な疾病は無論，

急な事故，大きな疾病まで幅広く保障する商品だからである。」（チャン ウンソ[2016] ，

p. 45）との叙述は，実損型の民間医療保険の保険商品としてのすぐれた性格とこれが急速

に拡大した理由をよく説明している。癌など特定の疾病のみにそなえた医療保険商品が多

い中，一部を除いた疾病，ケガに対して，国民健康保健公団の給付部分に対して 90%支給，

非給付部分に対して 80％支給という高い保障を提供した。「実損型の民間医療保険が第二の

国民健康保険である」とチャン ウンソが述べたのは，このような実損型の民間医療保険の

すぐれた商品設計と現在の韓国における広範な普及の現実からであると思われる。韓国に

おける医療費が現実に上昇を続けているにもかかわらず，公的医療保険においてそれに応

じた拡大がなされず，国民健康保険の低い給付水準と保険適用外診療の多さが続いてきた

ことが，実損型の民間医療保険の急速な拡大を支えた。 
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[表４－３ 韓国の公的医療保険と実損型の民間医療保険の相違点] 

 国民健康保険（公的医療保険） 実損型の民間医療保険 

運営主体 国民健康保険公団 民間保険会社 

加  入 全国民を対象の強制加入 民間保険会社に加入申請，加入時審

査あり，65 歳以下に加入を制限（老

後実損医療保険は 75 歳以下に加入

制限），慢性疾患などの病歴などによ

り加入を拒否 

加入率 全国民 100% 実損型の民間医療保険 66.3%（2014

年），民間医療保険 80.4％（2012 年） 

保険料 

算定方法 

地域加入－所得，資産，世帯人数など

をもとに差等付加 

職場加入－所得をもとに差等付加 

「給付反対給付均等の原則」により

算出，高リスクと評価されるほど保

険料は高額になる 

保険料の

値上げ 

政府が諸状況をかんがみ策定，値上 

げされても値上げ幅は小さい 

３年ごとに保険料を更新 

2012 年の保険料引上げ率は 60% 

保険料以

外の収入 

地域加入には国庫支援 

職場加入は保険料を使用者と折半 

なし 

保障範囲 保険料に関係なく平等 保障範囲を保険料により差等徴収， 

保険料が高いほど保障範囲は広がる 

（出所）筆者作成 

 

３－２ 民間医療保険と公的医療保険の差異 

 韓国における公的医療保険と実損型の民間医療保険の主要な差異は以下の（１）～（７）

のように整理できる。 

（１）医療保険への加入 

 公的医療保険が全国民を対象とした強制加入であるのに対し，実損型の民間医療保険は

本人の加入申請により加入し，高リスクとみなされた人々は加入を拒否される。国民健康保

険も実質６カ月保険料を未納にすると，資格停止になり，実質的に排除される。しかし未加

入になるのではなく加入している状態は継続し，関係者によると資格停止であっても，一定

の条件の下，運用により実質的に給付が受けられる場合もある。これに対して実損型の民間

医療保険は最初から保険料を払えない低所得者は加入できず，高リスクと民間保険会社が

判断した慢性疾病患者などは加入を拒否される。また 65 歳以下という年齢による加入制限

があり，そのために老後実損型の民間医療保険もあるが，これも 75 歳以下という加入制限

があるために，年齢が高いほど加入が容易でなく，そのために高齢者の加入率が極端に低く

なっている。高所得者よりも低所得者，健康な人より慢性疾病患者，若年層よりも高齢者の

ほうがより医療を必要とする傾向が強いことを考慮すると，実損型の民間医療保険は低所
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得者，慢性疾患者など高リスクと民間保険会社が判断した人たち，高齢者など医療を本当に

必要とする人たちほど医療保険に加入できない傾向が強い。 

（２）保険料の算定基準 

公的医療保険は所得などに応じた差等算定をすることで，低所得者の負担を軽減して貧

困層が保険料未納により保険から排除されるのを防止する配慮がなされている。つまり国

民健康保険のうち，地域保険の保険料は所得，資産，世帯人数などにより差等算定し，職場

保険の保険料は所得により差等算定される。これに対して実損型の民間医療保険を始めと

する民間医療保険は，「給付反対給付均等の原則」⁽³⁾により保険料が算定される。給付反対

給付均等の原則は，契約者が支払う保険料は，受け取る保険金の期待値と一致するように設

定されなければならないという原則である[式４－１]。 

 

[式４－１ 給付反対給付均等の原則] 

P=wZ 

  P：保険料，w：危険度（リスク），Z：保険金 

 

[式４－１]において両者が等式で結ばれていることは，リスクが等価でコスト化されてい

ることを意味し，個別の保険契約における公平性が実現されれば，併せて契約者相互の公平

性も保証することになるのであり，これは保険があくまでも自己責任原則に基づいた経済

取引であることを示している。このことは結果として，高齢者，慢性疾患患者が民間医療保

険に加入できたとしても，高リスクとみなされて保険料が高額になることを意味している。 

（３）保険料の価格 

実損型の民間医療保険は国民健康保険に比べて相対的に保険料が高いうえに，更新時の

値上げ幅が大きく，そのために更新時に解約する人も多数でている。実損型の民間医療保険

の保険料の高さは，（２）で述べた保険料の算定基準の違いに加え，管理運営費の高さ，株

主への配当金支払い，莫大な広告費，保険営業者への支払い，過剰診療などが原因である。

また民間保険会社は保険料のうちの事業費を過度に策定して超過利潤を得ており，これが

保険料高騰の一因になっている。標準化以前 3 年更新の，実損型の民間医療保険の場合，

2012 年には値上げ幅が 60%もの高さになっている。これに比べると，国民健康保険の値上

げ幅は小さい。 

（４）保険の保障範囲  

国民健康保険の保証範囲は国民すべて平等であるのに対し，実損型の民間医療保険は保

障範囲により保険料を差等徴収する。結果として実損型の民間医療保険においては，高額な

保険料が支払える高所得者ほど広い保障が受けられ，低所得層は保障範囲が狭い保険に加

入するか，加入しないという医療利用の不平等を引き起こしている。またチャン ウンソ

[2016]によると，実損型の民間医療保険は精神科疾患および行動障害，女性生殖器の非炎

症性障害による習慣性破流産，不妊および人口受精関連合併症，肥満，泌尿器系の障害その
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他合計 18 項目については保障を行わない。 

（５）本人負担保険料に対する保障性 

国民健康保険は保険料を上回る給付があるのに対し，実損型の民間医療保険の給付率は

40~50％であると推定され，非常に低い[表４－４]。 

 

[表４－４ 加入者負担保険料対比保障性比較，「１万ウオン出せばいくら戻ってくるか？」]                

単位：万オウン 

ACE 火災 ライナ 

生 命 

AIA 生命 ホングッ

ク生命 

ロト スロット

マシン 

国民 

健康保険 

2080 3140 3530 4400 5000 7500 16800 

民間医療保険－高い管理運営費（実損型の民間医療保険 23.6％），高い株主利潤費用 

 国民健康保険－170～190％が給付として戻ってくる（管理運営費 2.8％） 

（出所）シサイン⁽⁴⁾「１万ウオン出せば，3 千ウオン受け取るみみっちい民営保険」 

（2011 年 1 月 9 日），翻訳は筆者 

 

 シサインの試算によると，1 万ウオンを支払ったのに対し，国民健康保険はその 1.68 倍

の給付を受けられるのに対し，民間医療保険は約 0.2～0.44 倍と支払った額を大幅に下回

り，スロットマシンのような賭博よりも低い[表４－５]。この比較は試算の方法により，保

障率の数字に差異が生じえる。しかし国民健康保険は，収入が本人の保険料に加え，事業主

負担と国庫支援が入っているのに対し，管理運営費が 2.8％と非常に小さいので収入のかな

りの部分が給付にあてられるために，本人が支払った保険料よりも多くの給付が受けられ

る。これに対し，民間医療保険の収入は本人の保険料のみであるのに対し，管理運営費が

23.6％と比重が高く，株主配当，広告費も高く，営業担当者への支払いもあるために，本人

が支払った保険料よりも給付は大幅に低くなる。 

（６）過剰治療  

実損型の民間医療保険は過剰治療を誘発している。病院は実損型の民間医療保険に加入

している患者に対し，実損型の民間医療保険の保障により患者の自己負担なく受けられる

が必ずしも必要のない治療をすすめて利潤をえようとし，患者も保険により自己負担が生

じないために安易に不必要な治療を受け入れるために過剰治療が発生する結果を生んでい

る。実損型の医療保険が過剰診療を引き起こす構造については，第２章において若年型甲状

腺癌と帝王切開の事例をあげてすでに詳細に述べた。過剰治療は医療資源の浪費であると

ともに，これが民間保険会社の支払いを増大させ，保険料が大幅値上げされる原因の一つに

なっている。 

（７）給付拒否 

実損型の民間医療保険において，病歴，書類不十分を理由に保険給付を拒否したために民

間保険会社が訴訟をおこされるケースが頻発している。これに対し，国民健康保険は治療を
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受けた病院で本人は治療費を支払わず，病院が国民健康保険公団から治療費を受け取るし

くみになっているために，給付拒否の問題は発生しえない。 

 このように実損型の民間医療保険は公的医療保険と比較して様々な限界があるが，この

限界は韓国の実損型の民間医療保険の商品設計のあり方や民間医療保険の問題ではなく，

以下のようにそもそも制度設計が異なっているところから生じている。 

 第一に，民間医療保険は「給付反対給付均等の原則」と「収支相等の原則」の二大原則を

基礎に制度の設計がなされている。この二大原則は医療保険だけではなく，保険制度一般の

原則であるが，韓国の民間医療保険もこの二大原則を基礎に制度設計がなされている。 

 「給付反対給付均等の原則」は[式４－１]においてすでに示した。「収支相等の原則の原

則」は，保険制度全体からみるとき，保険事業が成り立つためには，保険者にとって収入と

支出が均衡していなければならないという原則である[式４－２]。 

 

[式４－２ 収支相等の原則] 

nP=rZ 

    n：被保険者数，P：保険料，r：保険事故の発生件数，Z：保険金 

 

 [式４－２]の左辺は収入保険料総額を，右辺は支払保険金総額を示している。収支相等の

原則は，保険経営の継続のための必要原則であるとともに，保険制度が集団性を有すること

を示唆している。民間医療保険含め民間保険は，この二大原則を両立させるように設計する

ことを原理としている。これらの原則が同時に満たされる保険は，被保険者間において公平

であり，健全な保険経営を維持できることになる。韓国の民間医療保険もこの二大原則を基

礎として制度設計が行われている。実損型の民間医療保険が公的な役割を担うにあたって

生じる限界の多くは，韓国の民間保険会社の保険商品の開発のあり方から発生した問題で

はなく，この二大原則を基礎として制度設計が行われた結果，必然的に生じた限界である。

この二大原則を基礎として民間医療保険を運営しなければ，被保険者間において公平で，健

全な保険経営を維持できない。しかしこの二大原則を基礎にした時，低所得者は低所得に配

慮した保険料の設計が行われないために保険への加入が容易でなくなり，慢性疾患者や高

齢者は高リスクと審査されるために医療保険に加入できないか，高額な保険料の支払いを

求められる。これでは民間医療保険は公的な責任を果たせない。これに対し公的医療保険は

生存権を基礎として政府により設計されるためにこの二大原則を基礎とする必要はない。 

第二に，民間医療保険の運営に公的な機関である政府は原則として財政支出ができない

し，企業に対して労働者の民間医療保険の保険料の負担をするように義務づけることはで

きない。これに対し公共性を基礎とした公的医療保険には，必要に応じて政府の財政支援を

行うことはむしろ求められていることであり，企業に対して労働者の保険料の半分を払う

ように義務づけることができる。この結果として公的医療保険と民間医療保険には[図４－

３]で示すような収支の構造の差異が存在する。 
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[図４－３ 公的医療保険と民間医療保険の主な収入・支出項目の概略] 

公的健康保険                民間医療保険 

保険料（本人） 保険料(事業者) 国庫 収入 

支出 

保険料（本人） 

給付 給付 管理費，広告費，配当 

（出所）筆者作成 

 

第三に，営利目的で運営される民間医療保険は，私的な利益が優先され，それを犠牲にし

てまで公共の役割を果たすことはできない。民間保険会社は高利潤を確保することによる

高配当を出すことが求められる。「低所得層，慢性疾患者，高齢者を含むすべての国民」に

対して医療を保証するという公的な責任を担うことと，私的な利益の追求の両方を満たす

ことができない時に，民間企業である民間保険会社に私的な利益を犠牲にしてまで公共の

役割を果たすことを求めることはそもそも無理である。  

以上の３点において，民間医療保険と公的医療保険は基本的な性格が違う。 

保険経済学が明らかにしてきたように，保険には「リスクのコスト化」，「リスク移転」，

「リスク分散」の機能が存在し，民間医療保険もこの例外ではなく，民間医療保険そのもの

の存在価値は社会的に十分ある。また民間企業がどのような商品を販売するかは自由で，民

間保険会社がどのような民間保険商品を販売するのも自由である。「給付反対給付均等の原

則」と「収支相等の原則」を基礎とし，高配当を出すことを求められる民間医療保険に低所

得層，慢性疾患者，高齢者の医療保障を行うのに大きな限界が生じることは必然のことなの

である。これに対し公的な医療保険には，政府の財政支出は可能であるし，企業に対して労

働者の保険料の半分を払うように義務づけることが可能である。それは公的医療保険が公

共性の原理を基礎として設計されているからに他ならない。 

 

第４節 公的医療保険における公共性と平等型医療制度 

４－１ 混合診療の容認，医療における規制緩和と階層型医療制度 

 第４節においては本論文第２章から第４章３節までに検証を行った韓国と日本における

新自由主義的医療改革および混合診療をめぐる議論と実態をふまえて，公的医療保険にお

ける公共性と平等型医療制度について考察を行う。これにあたり第１章において示した権

丈善一[2010]の図を修正して用いる。 

 権丈善一[2010]は，現在は低い日本の医療費を国際標準に引き上げるために今後の１人当

たり医療費を増やすルートとして[図１－１]を提示しているが，権丈善一の提起は国際標準

に引き上げるためだけはなく，高齢化などによる医療費の増大について考察するにあたっ

ても有効で，この平等消費型医療制度と階層消費型医療制度の考え方は今後の医療財源そ

のものを考察するにあたり活用が可能な考え方である。そこで本論文が医療における公共

性について考察するのにあたり活用できるように権丈善一[2010]の図を修正したのが[図４

－４]である。 
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[図４－４ 平等型医療制度と階層型医療制度] 

 

      平等型医療制度                階層型医療制度 

 

（出所）権丈善一[2010]p.25 を筆者が修正して作成。 

 

権丈善一[2010]は「平等消費型医療制度，階層消費型医療制度」という言葉を使用してい

るが，本論文は以下の理由から「平等型医療制度，階層型医療制度」とする。医療は市場的

環境におかれているが市場化されているわけではない。消費は市場を前提として使われる

傾向が強い語句であり，本論文は「医療を消費する」との言葉の使い方に違和感を禁じえな

い。そこで権丈善一[2010]の「平等消費型医療制度，階層消費型医療制度」をそのまま用い

るのではなく，「平等型医療制度，階層型医療制度」という語句を使用する。 

 [図４－４]において，「現在の水準」が 1 人当たり医療費の現在の水準である。日韓両国

ともに今後，高齢化の進行や医療技術の進歩にともない１人あたりの医療費が増大するこ

とが予想され，この増大する医療費を公費で賄うことを原則とするのを平等型医療制度，私

費で賄うことを原則とするのが階層型医療制度とする。 

また本論文は以下で[図４－４]における「公費」は保険料と租税を財源とする公的医療保

険の活用による医療財源を意味することとする。また階層型医療制度における「私費」は，

自己負担に加えて結果として実損型の民間医療保険の活用による医療財源を意味する。な

ぜなら医療費を私費で賄うことになると医療が必要になるリスクに備えて医療保険に加入

することが合理的な選択になるが，公的医療保険に頼ることができないなら，実損型の民間

医療保険に加入する他に選択肢がないからである。これは「今日の社会にあって自助で対応

しようとすれば，市場に頼るほかない」（横山壽一[2015]，p.140）ことを意味している。 
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以上を前提にこの[図４－４]を用いて，本論文第２章から第４章３節までに検証を行った

韓国と日本の医療をめぐる実態をふまえて平等型と階層型の医療制度について考察する。 

第一に，従来から韓国のほうが公的医療保険の給付水準が低くて，私費負担が高いので，

韓国のほうが階層型医療制度の性格が強く，日本のほうが相対的に平等型医療制度の性格

が強かったといえる。本論文は第２章において韓国と日本の公的医療保険の適用範囲の差

異について比較を行い，日本のほうが適用範囲は広く，日本のほうが公的医療保険の給付水

準が高いことを確認し，混合診療の容認の可否がこの性格の違いを生む主要な要因であっ

たことを検証した。つまり韓国では混合診療が当初から容認されたために私費負担の比率

が高いために階層型の性格が強くなったのに対し，日本では混合診療が禁止されてきたこ

とが公費負担の比率が相対的に高くて平等型の性格が強い医療制度が形成される主要な要

因になったといえる。 

第二に，新自由主義的医療改革は医療制度をより階層型の性格が強いものに変質させる

結果を生むものであった。つまり新自由主義的医療改革においては医療財源における公費

の比率を下げて，私費の比率をあげることにより実損型の民間医療保険の販売を促進して

民間保険会社の市場を拡大して階層型の性格の強い医療制度への転換が目指された。ここ

で重要なのは私費を医療財源とする階層型の医療制度の実現のためには，公費を財源とす

る平等型の医療制度を弱体化させる必要があった点である。第３章において提示した「サム

ソン生命戦略報告書・民営医療保険の発展段階」（以下，「サムソン生命戦略」と略す）はま

さにこれを戦略的に行うことを試みるものであった。 

[資料４－１０]より，韓国最大手のサムソン生命を擁するサムソン財閥は民間医療保険の

販売拡大の戦略として実損型の民間医療保険の販売の拡大を試みたが，「サムソン生命戦略」

は最終的に「政府保険に代替えする包括的な保険」を民間医療保険が担うことを狙っている。

これは実損型の民間医療保険の販売を拡大させるには，公費を財源とする平等型の医療制

度を弱体化させる必要があることを意味している。また日本において混合診療の全面解禁

を主張した代表的な論者である八代尚宏は，「個人の所得水準にかかわらず，一定水準の医

療サービスは確保したうえで，それ以上のサービスについては，適正な価格付けの下で消費

者が選択するという原則を医療分野にも適用すれば，こうした混雑現象が解消する余地は

大きい。」（八代尚宏[2000]，p.105）と述べている。これは公定価格を必要最低限の医療に

のみ設定し，それ以上の上乗せ分の医療に関しては自由価格で対応すべきであるとの主張

で，まさに医療の階層消費を認めるものであり，公的医療保険がカバーする水準は「最低水

準」でよいとの認識にたつものである。このような認識にたった医療改革は平等型の性格が

強い日本の医療制度を階層型の医療制度へ移行させる結果をもたらすと考えられる。 

 

 

 

 



99 

 

[資料４－１０ 「サムソン生命の民間医療保険拡大戦略・民営医療保険の発展段階」] 

 

（出所）シン ヨンジョン（2009，p.75）に掲載された「サムソン生命の民間医療保険拡大

戦略・民営医療保険の発展段階」を筆者が翻訳。[資料２－３]を再掲載。 

  

そして韓国と日本を比較する時に，韓国では混合診療が当初から容認されたので私費負

担が高い階層型医療制度の性格が強いために，実損型の民間医療保険の販売の拡大が順調

に進んだ。これに対して日本では平等型の性格が強い医療制度であるために，実損型の民間

医療保険の販売が容易でなかった。それゆえに日本では公的医療保険の給付水準を引下げ，

私費負担の比率を高めて階層型への転換を図るために混合診療の全面解禁が企業経営者を

中心に主張され，その是非が医療分野における規制緩和の最大の焦点になったといえる。日

本の医療改革において混合診療の解禁の是非が最大の焦点になったのは偶然ではない。 

韓国では混合診療が当初から容認されたために公的医療保険適用外診療が多くて元々公

的医療保険の役割が小さく，そのために国民皆保険が 1989 年に実現した後も階層型の性格

が強く，これが実損型の民間医療保険が拡大する余地を生んだといえる。これに対して日本

では混合診療が原則禁止されてきたこともあり公的医療保険の役割が相対的に大きく，韓

国と比較して平等型であったために実損型の民間医療保険の売り上げが低水準に留まった

と考えられる。つまり日本と比較してすでに階層型の性格が強かった韓国において新自由

主義的医療改革がより進展したのは，日本以上に「低負担，低保障」であった韓国の階層型

医療制度が新自由主義的医療改革と親和的であったことを示している。 

 

４－２ 公的医療保険における公共性と平等型医療制度 

 では，階層型と平等型の医療制度のいずれが生存権の保障と経済的な利益と社会的な存

定額方式

の癌保険 

定額方式の

多疾患保障 

後払方式の

準実損保険 

実損医療

保険 

病院と連携

した部分 

競争型 

政府保険に

代替する 

包括的保険 

現在第４段階まで施行されている状態である 

政府の医療体制と連携 

従業員福利厚生制度の一環に拡散 

政府は商品開発指針，保険加入者に対する情報提供，保険請求手続きおよび給与

システムの構築に代案を提示しなければならない 
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続にとり適切であるか。 

 第一に，医療費の負担を私費を原則とすると実損型の民間医療保険の販売を促進し，これ

は結果として医療アクセスの不平等をもたらす。第３節において実損型の民間医療保険は

公的医療保険と比較して以下のような状況をもたらしたことを確認した。 

（１）医療保険の加入においては，高所得者よりも低所得者，健康な人より慢性疾病患者，

若年層よりも高齢者のほうがより医療を必要とする傾向が強いことを考慮すると，実

損型の民間医療保険は低所得者，慢性疾患者など高リスクと民間保険会社が判断した

人たち，高齢者など医療を本当に必要とする人たちほど医療保険に加入できない傾向

が強い。 

（２）高齢者，慢性疾患患者は民間医療保険に加入できたとしても，高リスクとみなされて

保険料が高額になる。 

（３）保険料の価格は，実損型の民間医療保険は公的医療保険に比べて相対的に保険料が高

いうえに，更新時の値上げ幅が大きく，そのために更新時に解約する人も多数でている。 

（４）保険の保障範囲は，実損型の民間医療保険は保障範囲により保険料を差等徴収するた

めに高額な保険料が支払える高所得者ほど広い保障が受けられ，低所得層は保障範

囲が狭い保険に加入するか，加入しないという医療利用の不平等を引き起こしてい

る。 

 実損型の民間医療保険がもたらす（１）～（４）の状況は，民間医療保険が所得の多い人

ほど十分な医療が受けられ，所得の少ない人は受けられる医療が制限される階層型の医療

制度をもたらすことを示している。つまり今後さらに増大する医療費を私費で賄うことを

原則にするなら，実際に韓国において生じたように病気，ケガのリスクに備えて実損型の民

間医療保険の販売が拡大し，民間医療保険の販売の拡大は結果として階層型の医療制度を

もたらす結果になる。そもそも階層型の性格が強いうえに実損型の民間医療保険が発達し

た韓国では本人負担比率の高さが，低所得者にとり相対的に重い負担になって低所得層の

生活を圧迫している実態が[表４－５]より確認できる。 

 

[表４－５ 所得分位別保険医療費負担の実態（2007 年）] 

分位  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９ １０ 合計 

負担 19.76 9.26 7.53 7.04 6.66 5.99 5.88 5.45 5.53 4.74 5.50 

 負担＝（保険医療費＋健康保険料）/平均所得 

（出所）シン ヨンソク他[2010]，健康保険の政策と課題，韓国保険社会研究所 

 

 これに加えて韓国における実損型の民間医療保険の実態が示すのは所得水準によって生

じる不平等だけではない。実損型の民間医療保険は慢性疾患患者，高齢者は加入が拒否され

る可能性が高く，加入できたとしても高リスクとみなされて保険料が高額になる。実損型の

民間医療保険がもたらすこれらの実態は相対的に低所得層により大きな負担をもたらすが，
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高齢や慢性疾患のために保険料が高額になることや医療保険に加入できないことは高所得

者にとっても歓迎できることでは決してない。実際に実損型の民間医療保険が販売された

韓国では 65 歳以下に加入が制限された。また後に老後実損医療保険が販売されたが 75 歳

以下に加入制限された。保険社会研究院によると，2009 年 30～50 代の民間医療保険の加

入率が 80％近くあるのに対し，60 代が 50％，70 代は 15％にすぎない。これは民間医療保

険が最初から高齢者を排除する構造をもっていることを示している。しかしこれらの人々

はむしろ医療が必要な人々である。韓国においても高齢者ほど医療支出が大きい[表４－６]。 

 

[表４－６ 韓国における年齢代別医療費支出現況]           単位：万ウオン 

年齢 0～10 11～20 21～30 31～40 41～50 51～60 61～70 70 以上 

医療費 664 236 329 417 637 1126 1903 2422 

（出所）チャン ウンソ[2016]に掲載された国民健康保険公団の資料を筆者が再構成 

 

 医療サービスの必要の低い勤労可能な年代に実損型の民間医療保険に加入できるが，本

当に医療サービスが必要になる 75歳以上で加入できる実損型の民間医療保険が存在しない

ことは，高所得者にとっても実損型の民間医療保険は生涯を通して安心して医療サービス

が受けられることを保障するものではないことを示している。 

さらにチャン ウンソ[2016]によると韓国の実損型の民間医療保険は精神科疾患および

行動障害，女性生殖器の非炎症性障害による習慣性破流産，不妊および人口受精関連合併症，

肥満，泌尿器系の障害その他合計 18 項目については保障を行わない。精神科疾患および行

動障害など必要な治療で保障を行わない治療が存在することも，韓国の実損型の民間医療

保険は高所得者にとっても必要な保障が受けられるものではないことを意味している。そ

してこれらの実損型の民間医療保険の実態は医療を必要としている人たちを遠ざける構造

を本来有していることを示している。日本における構造改革や混合診療の解禁をめぐる議

論では所得や資産による医療アクセスの不平等を中心に議論が行われる傾向が強かったが，

実際に韓国における実損型の民間医療保険の商品設計を検討すると，医療財源を私費とし

た時に必要となる実損型の民間医療保険がもたらす問題は医療アクセスへの不平等だけで

なく，保障が行われない治療が存在するなど多岐にわたり，高所得者にとっても実損型の民

間医療保険より公的医療保険のほうが病気のリスクに備えるのに適しているとの結論をだ

せるのではないか。 

 第二に，医療費の財源を私費で賄う階層型の医療制度は過剰診療が行われるインセンテ

ィブを生じさせ，医療サービス資源の適正配分の効率を引下げる。韓国において混合診療の

容認が若年型甲状腺癌や帝王切開などの過剰診療を誘発する実態を第２章において検証し

た。医師や医療機関の倫理の問題もさることながら，混合診療の容認と，実損型の民間医療

保険の拡大は過剰診療を行うインセンティブを生じさせる。保険適用外診療は自由に価格

設定を行うことができるので医療機関は超過利潤が見込め，患者は，実損型の民間医療保険
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に加入しているので実費負担が軽減されることになり，医師と患者の双方に過剰診療が行

われることへのインセンティブが働く。過剰診療は医療サービス資源の適正配分の効率を

引下げるだけでなく，過剰診療を受けた患者の身体を痛める。例えば帝王切開は麻酔による

合併症の発生率が高く，分娩中の死亡率も自然分娩に比べ高く，手術による子宮感染，出血

の懸念があり，産婦の回復が遅い。サービスの供給側がマーケティング活動により必要のな

いサービスを販売することは市場経済において医療以外のサービスにもみられるが，医療

サービスは身体に有害になるかもしれない介入のリスクが高い（侵襲性）ために，過剰診療

は資源の適正配分の効率の低下だけでなく，患者の身体にしばしば取り返しのつかない悪

影響をもたらす。 

 混合診療の解禁が結果として実損型の民間医療保険の販売拡大をもたらして過剰診療が

行われることへのインセンティブをもたらす点も日本における規制緩和や混合診療をめぐ

る議論においてはほとんどみられなかったが，韓国の実態を検証により実際に起こりえる

ことであるとわかる。 

 以上の検証より，生存権の保障と医療サービスにおける経済的・社会的意義を実現するた

めには公費を財源とした公的医療保険が主要な役割を担う平等型の医療制度が望ましいと

いえる。これに関連して特に次の２点に留意したい。 

第一に，私費を財源とする階層型の医療制度は，所得・資産による医療サクセスの不平等

を生むという生存権の保障にとり望ましくない状況を引き起こすが，階層型の医療制度の

問題点はそれだけではない。階層型の医療制度は所得・資産による医療アクセスの不平等だ

けではなく，慢性疾患患者や高齢者が実損型の民間医療保険に加入できないという健康状

態，年齢による医療アクセスの不平等を生み，過剰診療のインセンティブを誘発する。慢性

疾患患者や高齢者が実損型の民間医療保険に加入できないことや実損型の民間医療保険に

おいて保障されない医療サービスがあることは，高所得者にとっても決して望ましいこと

ではない。高所得や資産があっても慢性疾患に罹患したり，76 歳をこえると実損型の民間

医療保険には加入できず，慢性疾患や高齢による傷病を自己負担することにより所得や資

産がたちまち失われることになるからである。特に実損型の民間医療保険の加入可能年齢

が 65 歳で，老後実損医療保険でさえ加入が可能な年齢が 75 歳以下と設定されている韓国

の現実は，日韓両国ともにこれから高齢化が進む現実に民間医療保険が全く対応できない

ことを示している。まして高齢者の医療費を医療保険によらずに賄うことは不可能で，私費

を財源とする階層型の医療制度はこれからの高齢化社会に現実的には全く適さないことが

明らかである。 

 第二に，私費を財源とする階層型の医療制度は個々人の生存権の保障に適さないだけで

なく，医療サービスにおける経済的・社会的意義を毀損させる。つまり低所得者，慢性疾患

患者，高齢者が実損型の民間医療保険に加入できないために必要な医療が受けられない，さ

らに過剰診療により患者の身体に障害が生じれば，これらの人々の労働生産性を下げて，低

所得層の勤労が可能な年齢を引下げ，死亡率を引上げるので勤労できる期間の縮小をもた
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らし，経済成長の妨げになりかねない。 

 

第５節 小括 

第４章の結論は以下のとおりである。 

 第４章においては保険料を含めた公費を財源に医療費の水準を引上げる平等型医療制度

と私費を財源に医療費の水準を引上げる階層型医療制度を主要な分析視角として考察を行

った。 

 第一に，従来から韓国のほうが公的医療保険の給付水準が低くて，私費負担が高いので，

韓国のほうが階層型医療制度の性格が強く，日本のほうが相対的に平等型医療制度の性格

が強く，このような韓国の階層型医療制度の性格が強さが 2000 年代以降の新自由主義的医

療改革をより推進させる要因になった。2000 年代以降に日韓両国で試みられた新自由主義

的医療改革は私費を医療財源とする階層型の医療制度の性格を強化する側面をもっていた

ので，従来より公的医療保険の給付水準が低くて私的負担が高かった韓国のほうが実損型

の民間医療保険の販売が行いやすかった。これに対して混合診療が原則禁止されてきた日

本では平等型の医療制度の性格が強く，階層型の医療制度への転換を図る規制緩和にむけ

た議論では混合診療の解禁が重要な焦点になった。日本における混合診療の解禁を主張す

る議論は民間保険会社を擁する経営者をはじめ私的な利益の追求を動機とする傾向が強く

て，医療現場の現状をふまえてこの改善を真摯に求めるものとはいいがたい側面が強かっ

た。 

 第二に，第４章の分析より生存権の保障と医療サービスにおける経済的・社会的意義を実

現するためには公費を財源とした公的医療保険が主要な役割を担う平等型の医療制度が望

ましいといえる。私費を医療財源とする階層型の医療制度は実損型の民間医療保険の販売

を促進する。しかしまず実損型の民間医療保険は所得に配慮した保険料設定になっていな

いために低所得者にとり保険料負担が相対的に重くなり，所得による医療アクセスへの不

平等をもたらす。さらに韓国の実損型の民間医療保険の実態は慢性疾患患者，高齢者の加入

が拒否される可能性が高く，加入できたとしても高リスクとみなされて保険料が高額にな

り，所得だけでなく健康状態，年齢による医療アクセスへの不平等を引き起こすことを示し

ている。特に韓国の実損型の民間医療保険において加入可能年齢が 75 歳であることは私費

を財源とする階層型の医療制度は，高齢化が進む日韓両国においては全く現実的ではない

ことを示している。さらに医療費の財源を私費で賄う階層型の医療制度が実損型の民間医

療保険の需要を生みだすことは過剰診療が行われるインセンティブを生じさせ，医療サー

ビス資源の適正配分の効率を引下げるだけでなく，過剰診療を受けた患者の身体を痛める

結果を生じさせる。 

ここで本論文が一つ留意することは公費を財源とする平等型はあらゆる財・サービスに

求められているのではないという点である。プロ野球の観戦，音楽コンサートの提供，海外

旅行といったサービスを政府が公費で平等に行う必要はない。公費を財源とする平等型が
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望ましい理由は医療サービスが有するいくつかの特性によるところが大きい。医療サービ

スは私的財であるが，身体に有害になるかもしれない介入のリスクが高く（侵襲性），需要

面での不確実性と供給面での不確実性が存在し（不確実性），医師と患者の間には，専門知

識に関して大きな情報格差（情報の非対称性）がある。さらに医療は人にとり最も基本的で，

すべての人に必要不可欠なきわめて重要なサービスで，医療により回復される健康そのも

のが人間存在にとり価値がある。そして医療は「健康で文化的な最低限度の生活」（日本国

憲法第 25 条）の実現の基礎であるとともに，医療の提供により労働生産性が維持されるな

ど経済的・社会的な意義がある。このような性質はプロ野球の観戦，音楽コンサートの提供，

海外旅行といったサービスには存在しないか，非常に弱い。医療サービスが公費を財源とす

る平等型の制度を基礎として公共性を基礎として提供されることが望ましいのは，このよ

うな医療サービスがもつ特性によるものである。 

 第２章から第４章にかけて本論文は，混合診療，新自由主義的医療改革，実損型の民間医

療保険など医療分野の市場化において重要な焦点になった諸問題について韓国と日本の比

較を行い，第４章３節において階層型と平等型の医療制度との視角でこれらの諸問題につ

いて考察を行った。これらの過程を通して日本における議論や実態において明確にはなり

にくい諸課題が韓国と比較することにより明らかになった。特に日本において混合診療が

解禁された場合におこりえる事態については，それが原則禁止されてきたために賛否両論

とも仮定の域をでなかったが，実際に混合診療が容認されてきた韓国の実態の検証は混合

診療の解禁反対論の主張の正しさだけではなく，医療アクセスの不平等など反対論が主張

してきた問題点以外にも，過剰診療や民間医療保険が保障しない治療の存在など日本にお

いて議論の俎上にあがらなかった諸問題を明確にした。これは韓国と日本の医療制度が基

本的には類似した構造をもちながら，混合診療の解禁の有無や実損型の民間医療保険の普

及などいくつかの重要な点において異なるために，比較を行うことによって互いの問題点

が明確になると考えられる。 

 

[注] 

（１）清郷伸人が起こした混合診療に関する訴訟については，出河雅彦（[2013]p.20－p.85）

を参照。また二木立[2012]はこの訴訟について優れた分析を行っている二木立（[2012]，

pp.55－64）。 

（２）医療機関に求められる非営利原則については，細谷圭・増原宏明・林行成[2018]を参

考にした。 

（３）「給付反対給付均等の原則」と「収支相等の原則」については，堀田一吉[2016]を参

考にした。 

（４）シサイン（시사인）はホームページ（www.sisain.co.kr）において，「シサインは正 

直な人たちがつくる伝統時事週刊誌」であると紹介している。 

 

http://www.sisain.co.kr）において，「シサインは正
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第 5 章 日本における混合診療をめぐる議論とドラッグ・ラグ 

 

第１節 問題提起と先行研究の検討 

日本においては混合診療が原則として禁止され，混合診療の解禁をめぐり 1980 年代から

熾烈な議論が繰り広げられたが，その議論の内容については第４章で検証した。この日本に

おける混合診療の解禁をめぐる議論において，両者の議論を検証すると混合診療の解禁に

対する賛成論，反対論に共通した認識が存在する。それは欧米の医薬品の承認と日本のそれ

との間にいわゆるドラッグ・ラグが存在し，このドラッグ・ラグを解消するべきであるとの

認識である。そしてこの議論を通して 2004 年 12 月に厚生労働大臣と規制改革担当大臣に

よる「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」が行われ，「患者要望のある未承認薬

の取扱いについては，最長でも３か月以内に結論を出す」などドラッグ・ラグの解消にむけ

た合意がなされた。混合診療をめぐる議論とドラッグ・ラグの問題は基本的には異なる課題

であるが，混合診療をめぐる議論において混合診療の全面解禁を主張する側がドラッグ・ラ

グの存在を混合診療の全面解禁が必要な有力な根拠として取り上げ，これに反対論が反論

したために，結果としてドラッグ・ラグの問題が混合診療の解禁をめぐる議論の重要な焦点

になったと考えられる。しかしこの「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」（2004

年）はドラッグ・ラグの解消を急ぐあまり，医薬品の有効性，安全性が軽視されかねない問

題を孕んでいたが，この問題点は現在に至るまで見過ごされ，これを指摘した先行研究は皆

無に等しい。第５章では以上の問題意識を基礎に，混合診療の解禁およびドラッグ・ラグを

めぐる議論において疎かにされた医薬品の有効性，安全性の課題を HPV ワクチン接種に伴

う副反応の問題を通して考察する。 

 HPV ワクチン接種にともなう被害については多くの研究が行われてきた。医学的な立場

からの研究としては，西岡久寿樹[2014]，片平洌彦[2019]，高嶋博，荒田仁，東桂子，松浦

英治[2017]，NPO 医薬ビジランスセンター[2014]は特に優れている。また鳥集徹[2015]は

HPV ワクチン接種にともなう被害の社会的な背景を克明に明らかにしている。さらに黒川

祥子[2015]はHPV ワクチン接種にともなう被害の実態の深刻さを被害者の証言を含めて具

体的に書いている。これに加えて厚生労働省のホームページには HPV ワクチンをめぐるこ

の間の厚生労働省の専門家会議の議論やその基礎となった資料が公開されており，これら

の資料はこの問題を知るうえで欠かせない。第５章ではこれら HPV ワクチンに関する先行

研究をふまえながら，混合診療をめぐる議論と HPV ワクチン接種にともなう被害について

検証を行う。 

 

第２節 ドラッグ・ラグ問題と「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」  

２－１ ドラッグ・ラグ問題 

第４章において混合診療の解禁についての賛否の論拠を検証したが，混合診療の解禁に

かかわる議論において重要な焦点の一つがドラッグ・ラグの問題である。混合診療の賛否を
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めぐる議論は熾烈であったが，両者にほぼ共通する重要な認識が１点存在する。それは「外

国において広く使用されているにもかかわらず日本では保険適用外となっている医療技術，

サービス，医薬品が一定存在しており，これは望ましくない」という認識である。これにつ

いて総合規制改革会議は「現行のままでは，海外では広く認められているにもかかわらず，

我が国では公的保険の適用外となっている新しい医療技術・サービスに対する医師の積極

的取組を阻害したり，患者の受診機会を狭め，医療サービスの質の向上を妨げている」（総

合規制改革会議[2003]）と述べ，それ故に混合診療の解禁を主張している。これに対し，日

本医師会は 2014 年に「ドラッグ・ラグの短縮にむけて」として以下の資料を示したうえで

規制改革会議が提言する選択療養制度について見解を述べている[表５－１]。 

 

[表５－１ ドラック・ラグの短縮にむけて] 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 

開発（申請）ラグ ２．４年 １．５年 ０．８年 ０．７年 １．８年 

審査ラグ １．０年 ０．７年 ０．５年 ０．２年 ０．１年 

ドラッグ・ラグ ３．４年 ２．２年 １．３年 ０．９年 １．９年 

PMDA の「未承認薬データベースによると，2014 年 4 月 30 日現在， 

 ○米国承認済み（2009 年 4 月～2014 年 2 月）で日本で未承認の医薬品・・・96 品目 

 ○欧州承認済み（2009 年 4 月～2014 年 2 月）で日本で未承認の医薬品・・・73 品目 

ある。なお，国内メーカーの医薬品もこれらの中に含まれている。 

➡ メーカーは早期に申請し，国も協力して，薬事承認および保険収斂を目指すべきである。 

（出所）日本医師会（[2014]，p.11），「PMDA 第２回 審査・安全業務委員会（平成 24

年 12 月 26 日）」をもとに日本医師会が作成 

 

日本医師会は，混合診療解禁論の論拠の一つとなってきたドラッグ・ラグの問題は実質的

に混合診療を解禁することにより解決するのではなく，外国で承認されている医薬品を早

期に承認することに努めることにより解決するべきであると主張した。また厚生労働省は

「安全性，有効性等が確認され，傷病等の治療に対して必要かつ適切な医療であれば，速や

かに保険導入を進め，誰もが公平かつ低い負担で当該医療を受けることができるようにす

ることが，患者全体の利益になる」（厚生労働省[2014]）と述べている。つまり「公的保険

の適用外となっている新しい医療」について，混合診療の解禁に賛成派はだから混合診療の

解禁が必要だと主張し，反対派はだからこそ速やかに保険導入を進めるべきであると主張

しているが，「外国で使用されているが日本では保険適用外となっている医療」が一定程度

存在し，これを放置することが望ましくないとの点では一致している。 

 このドラッグ・ラグの問題には二つの側面がある。一つは，外国では承認，発売されてい

るが，日本では承認，発売されていないという未承認薬の問題である。世界の医薬品市場に

おける売上高上位 100 品目の中で自国において未発売の医薬品は，2010 年において日本が
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11 品目であるのに対してアメリカ，イギリスは 2 品目に過ぎなかった（日本製薬工業協会

ウェブサイト「くすりの情報 Q&A55」Q39，2020 年 4 月 3 日最終アクセス）。このことは

日本が英米と比較して未承認薬が多いことを客観的に示している。もう一つは日本でも承

認，発売されているが，発売までに要した期間が外国よりも長かったという問題である。世

界で初めて発売されてから各国において発売されるまでの平均期間は 2010 年において，ア

メリカ 0.9 年，イギリス 1.2 年，ドイツ 1.3 年に対し日本は 4.7 年と長かった。これは，「治

験の開始時期」，「治験にかかった時間」，「治験結果の審査時間」が国により異なることに起

因する（日本製薬工業協会ウェブサイト「くすりの情報 Q&A55」Q39，2020 年 4 月 3 日

最終アクセス）。  

 

２－２「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」 

このようなドラッグ・ラグの問題が混合診療の解禁をめぐり議論において重要な焦点に

なったことを受けて，2004 年 12 月に厚生労働大臣と規制改革担当大臣による「いわゆる

『混合診療』問題に係る基本的合意」が行われ，「専門家からなる検討会」が「未承認薬の

取扱いについては，最長でも３か月以内に結論を出す」などの合意がなされた[資料５－１]。 

 

[資料５－１ 厚生労働大臣と規制改革担当大臣による「いわゆる『混合診療』問題に係る

基本的合意」一部抜粋] 

具体的には，①確実な治験の実施，②医師主導の治験の支援体制の整備，③追加的治験

の導入及び④制度的な保険診療との併用の断絶の楷書の処置を講じる。 

その際，特に，患者の切実な要望に的確に対応する観点から，以下のような措置を講ず

る。 

〇 患者要望の把握を科学的な評価を行うために新たに設ける大臣設置に係る専門家か

らなる検討会については，年４回定期的に開催するとともに，必要に応じ随時開催する

ことで，患者要望のある未承認薬の取扱いについては，最長でも３か月以内に結論を出

すものとする。 

〇 また，米，英，独及び仏で新たに承認された薬については，自動的に検証の対象とす

ることで，患者の要望に的確に対応し，おおむねすべての事例について，確実な治験の

実施に繋げる。 

（出所）「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」（2004 年 12 月） 

 

この厚生労働大臣と規制改革担当大臣による「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合

意」（2004 年 12 月）をうけて約 1 か月後の 2005 年 1 月に未承認薬使用問題検討会議の第

1 回会議が開催された。このように混合診療の解禁をめぐる議論において焦点となったドラ

ッグ・ラグの解消に努めるために，厚生労働省に未承認薬使用問題検討会議が設置された。

この未承認薬使用問題検討会議の開催要綱が [資料５－２]である。 
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[資料５－２「未承認薬使用問題検討会議」開催要綱] 

「未承認薬使用問題検討会議」開催要綱 

１ 目的 

欧米諸国で承認されているが，国内では未承認の医薬品（以下「未承認薬」という。）

について， 

・ 欧米諸国での承認状況及び学会・患者要望を定期的に把握し 

・ 臨床上の必要性と使用の妥当性を科学的に検証する 

とともに， 

・ 当該未承認薬について確実な治験実施につなげることにより，その使用機会の提

供と安全確保を図ることを目的とする。 

（出所）「未承認薬使用問題検討会議・資料１・開催要綱」（厚生労働省ホームページ，2020

年 4 月 6 日最終アクセス）。 

 

第３節 HPV ワクチン接種による被害 

３－１ 未承認薬使用問題検討会議と HPV ワクチンの承認 

 2004 年 12 月に厚生労働大臣と規制改革担当大臣が「いわゆる『混合診療』問題に係る

基本的合意」に基づいて未承認薬使用問題検討会議の第 1 回会議が開催されて以降，2009

年 11 月の第 22 回会議までこの会議は継続した。その後この会議は 2010 年 2 月 8 日より

「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」に改組されて継続し，2020 年 2 月

には第 40 回会議が開かれている。この 2010 年 2 月 8 日に開催された「医療上の必要性の

高い未承認薬・適応外薬検討会議」で提出された資料の一つである「未承認薬・適用外薬の

開発の要望の一覧表」において，子宮頸がんワクチン「ガーダシル」が掲載されている。さ

らにこの資料の<参考>部分では子宮頸がんワクチン「サーバリックス」が平成 21 年（2009

年）10 月 16 日に承認されたことが掲載されている。つまり子宮頸がんワクチン「サーバリ

ックス」は混合診療をめぐる議論を経た未承認薬使用問題検討会議において提起されて

2009 年 11 月に承認された。また「ガーダシル」もこの会議を受けて開催された「医療上の

必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において提起され 2011 年 7 月に承認された[表

５－２]。「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」（2004 年 12 月）をうけて設置さ

れた未承認薬使用問題検討会議は，混合診療をめぐる議論で提起された「欧米諸国で承認さ

れているが国内では未承認の医薬品を速やかに承認する」という課題に対し，サーバリック

スとガーダシルの承認について見事に応えた結果になった。 

「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において成分名が子宮頸がんワクチ

ンとされたサーバリックスはイギリスに本社をおくグラミソ・スミスクライン社⁽¹⁾，ガー

ダシルはアメリカに本社をおくメルク&カンパニー社の子会社 MSD によるもので，HPV

ワクチン（ヒトパピローマ・ウィルス・ワクチン）という。このサーバリックスとガーダシ

ルは日本では子宮頸がんワクチンと称されるが，専門家の一部からは二つのワクチンには



109 

 

子宮頸がんによる死亡を減らすという科学的根拠はないとの見解もあり，本論文はサーバ

リックスとガーダシルを一括して HPV ワクチンと表現する。 

 

[表５－２ 「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」資料５「未承認薬・適

用外薬の開発の要望の一覧表」] 

 

 

（出所）「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」配布資料５「未承認薬・適

用外薬の開発の要望の一覧表」（厚生労働省ホームページ，2020 年 4 月 6 日最終

アクセス）。 

  

このようにして承認された HPV ワクチン普及の原動力になってきたのが「子宮頸がん征

圧をめざす専門家会議」である。この会議はサーバリックスが 2009 年 11 月に承認される

とワクチンの公費助成をめざして積極的に活動を行い2010年12月に公費助成が実現した。

さらにこの会議は対象年齢の少女全員にワクチンを打つことをめざして活動を行い，サー

バリックスは 2013 年 4 月から予防接種法に基づく定期予防接種に組み入れられた。 

 

３－２ HPV ワクチンの接種による被害 

 しかしこれら HPV ワクチンは公費助成をうけて広く摂取され始めると，ワクチンを接種

した一部の少女に多岐にわたる副反応を引き起こし，2014 年 3 月末までの副反応総数は

2475 件，うち医師により重篤と判断されたのは 617 件に達した。そこで厚生労働省は 2013

年 6 月に HPV ワクチンの積極奨励を中止したが，接種を希望する者への接種は継続して行

われたまま現在に至っている。 

線維筋痛症研究の第一人者である西岡久寿樹医師は次のように述べている。「13 年の 11

月ころから，線維筋痛症を思わせる女子中高生の受診が相次ぐようになったんです。（中略）

心身のストレスをきっかけに発症することが多いので，その子たちにも思い当たることが

ないか聞いてみました。そしたら口々に『痛いワクチンを打ってから』という。」取材した

14 年 7 月当時，西岡医師のもとには，このワクチンの副反応が疑われる患者 20 人近くが
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通っていた（鳥集徹[2015]p.24）。これを契機に HPV ワクチン接種と副反応被害について

気づいた西岡久寿樹は「HPV ワクチン副反応病態究明チーム」を結成してチームリーダー

を務めている。 

 HPV ワクチン接種による副反応被害の実態はきわめて痛ましい。鹿児島大学医学部神経

内科の高嶋博教授は HPV ワクチン接種後の重篤な諸症状は少女たちにとり「地獄の苦しみ

と表現される症候」（高嶋博[2018]，p.538）と書いている。厚生労働省の資料にはサーバリ

ックスを接種した 10 歳代の少女は「接種翌日，肩こりと緊張性頭痛があり，投薬。その後

来院なく，接種 14 日後，自殺。」との痛ましい報告がなされている[表５－３]。 

 

[表５－３ 子宮頸がんワクチン死亡報告] 

 

（出所）第 1 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会配布資料６－３ 

    子宮頸がんワクチン死亡報告（厚生労働省ホームページ，2020 年 4 月 6 日最終ア

クセス）。 

 

このような被害をうけて 2016 年 7 月には HPV ワクチンの接種によって深刻な副反応被

害を受けた 63 名の被害者が国および製薬会社（グラミソ・スミスクライン社，MSD 社）

に対して，損害賠償請求訴訟を提起するに至り，現在，訴訟は進行中である。 

 このHPVワクチン接種による被害について，医療専門家の３つの研究，検証を確認する。 

まず鹿児島大学医学部神経内科の高嶋博他[2017]は，以下の報告を行っている。 

 

当院は地方の中核病院であるという性質上，以前から県内全域の原因不明神経疾患の患

者を受け入れている。HPV ワクチンの積極症例が開始された 2011 年からはこのような原

因不明の若年女性の紹介患者の数が急増した。ワクチン接種数と比例して患者発生数が連

動しているという結果であった。特に 2017 年以降は新規の患者の発生はなく，本疾患への

対策として 2013 年 6 月をもって HPV ワクチンの積極奨励を中止した厚生労働省の施策が

成果をあげているといえる（高嶋博，荒田仁，東桂子，松浦英治[2017]）。 

 

鹿児島大学医学部神経内科の医師は鹿児島県の地域医療を担っており，このような医療

現場にいる医師が問題に気づき HPV ワクチン接種と副反応の因果関係について，接種後の

副反応は HPV ワクチン接種以外に考えられないと証言していることは信用に値する。 
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[図５－１ HPV ワクチン接種後神経障害患者 58 名の年別発症人数] 

 

子宮頸がんワクチン接種後神経障害は器質性中枢神経障害と抹消での自律神経障害の組み

合わせで発症している新しい病態である。 

（出所）高嶋博，荒田仁，東桂子，松浦英治[2017] 

 

 このように HPV ワクチン接種とその被害との間に因果関係があることを立証した医学

研究は複数存在し，「HPV ワクチン接種とその被害との間に因果関係がある」ことは否定し

がたい。 

 これをふまえ「HPV ワクチン接種とその被害との間に如何なる因果関係があるのか」に

ついては，研究者により見解がわかれる。HPV ワクチン接種とその被害との間の因果関係

の要因については，R.インバー，Y.シェーンフェルド他の研究が実証的に優れている。 

R.インバー，Y.シェーンフェルド他は「雌マウスにおいて，アルミニウムアジェバンドと

HPV ワクチンガーダシルの行動・炎症パラメーターに及ぼす効果」について実証実験を行

っている⁽²⁾。その結果，投与後の雌マウスに行動異常がみられ，「ガーダシルは，アルミニ

ウムアジェバンドと HPV 抗原を媒介として，神経炎症と自己免疫反応を惹起し，さらには

行動変化をもたらす。」と結論づけている（Rotem Inbar, Yehuda Shoenfeld[2016]）。また

この R.インバー，Y.シェーンフェルドの論文は一度 Vaccine 誌オンライン版 2016.1.9 に掲

載されたが，数日後著者に知らされないままポーランド（Poland）編集長の要求で撤去さ

れた。ポーランド医師は PLOS ONE 誌 2015 年に掲載されたインフルエンザワクチンに関
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する論文の著者利益相反申告によれば，ガーダシルを販売する Merck 社に対するワクチン

開発のコンサルタントの他，Merck 社が行った新規ワクチンの臨床試験の安全性評価委員

会の委員長を務めるなど，製薬会社と利益相反関係にあることがわかっている（寺岡章雄，

片平洌彦，榎宏朗[2016]）⁽³⁾。 

 この他，HPV ワクチン接種とその被害との間の因果関係の要因については，医学的な根

拠を西岡久寿樹，片平洌彦，浜六郎らが提示してきた。西岡久寿樹は「HPV ワクチン副反

応病態究明チーム」のリーダー，片平洌彦は臨床・社会薬学研究所の所長，浜六郎は NPO

医薬ビジランスセンターの代表を務めているので，これらの医師の周辺には共同で研究を

行う一連の専門家チームの存在がある。特に西岡久寿樹はこれまでにみられない HPV ワク

チン接種による副反応を「HANS は既存の疾患に当てはめることはできない」，「自然界に

これまで存在しなかった症候群である」と述べ，「HPV ワクチン接種によって亜急性に重層

化する臨床スペクトルを呈する新たな病態」として HPV ワクチン関連神経免疫症候群

（HANS 症候群）と規定している（西岡久寿樹[2014]）。 

 これに対して厚生労働省は「HPV ワクチン接種後の局所の疼痛や不安定が機能性身体症

状を惹起したきっかけとなったことは否定できないが，接種後１か月以上経過してから発

症した症例は，接種との因果関係に乏しい」と認識している[資料５－３]。 

 

[資料５－３ 厚生労働省の HPV ワクチン接種による副反応に対する認識] 

この症状のメカニズムとして，①神経学的疾患，②中毒，③免疫反応，④機能性身体症状

が考えられましたが，①から③では説明できず，④機能性身体症状であると考えられま

す。また，「HPV ワクチン接種後の局所の疼痛や不安定が機能性身体症状を惹起したきっ

かけとなったことは否定できないが，接種後１か月以上経過してから発症した症例は，接

種との因果関係に乏しい」と整理されています。また，HPV ワクチン接種歴のない方に

おいても，HPV ワクチン接種後に報告されている症状と同様の「多様な症状」を有する

方が一定数存在したこと，が明らかになっています。 

（出所）HPV ワクチンの摂取にあたって（医療従事者の方へ）平成 30 年（2018 年）1 月 

    厚生労働省ホームページ 

 

HPV ワクチン接種による多岐にわたる神経障害の報告をうけて 2013 年 6 月をもってワ

クチンの積極奨励が中止される中で，厚生労働省は HPV ワクチンの安全性について検討す

るために「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」と「薬事・食品衛生

審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」合同開催（以下，合同部会）を組織し，2013

年 5 月 16 日に第 1 回会議が開催されて以降，この合同部会の会議は現在まで定期的に開催

されている。[資料５－３]における①～④はこの合同部会の議論の基礎となった考え方で，

合同会議における資料が[資料５－４]である。 
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[資料５－４ HPV ワクチンの接種による疼痛又は運動障害の理由に関する論点整理] 

 

（出所）「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」と「薬事・食品衛生

審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」合同開催 2014 年 1 月 20 日配布資

料１「論点の整理」p.5 

 

このような議論を経てこの合同部会は 2014 年 1 月 20 日に HPV ワクチンの接種による

重篤を含む多岐にわたる副反応は「注射の痛みにともなう心身の反応」であり，免疫の反応

とする見解を否定する結論をだした。この合同会議は「HPV ワクチン接種後の局所の疼痛

や不安定が機能性身体症状を惹起したきっかけとなったことは否定できないが，接種後１

か月以上経過してから発症した症例は，接種との因果関係に乏しい。」との結論に達し，こ

の合同会議の結論が現在の厚生労働省のこの問題に対する見解になっている。つまり「HPV

ワクチン接種後の局所の疼痛や不安定が機能性身体症状を惹起したきっかけとなったこと

は否定できない」と厚生労働省が述べている機能性身体症状は，「針を刺した痛みや薬液に

よる局所の晴れなどをきっかけとして，心身の反応が惹起され，慢性の症状が続く病態（心

身の反応の可能性）。」を意味していると理解できる。合同会議の結論とこれによる厚生労働

省の見解は，「HPV ワクチン接種後の局所の疼痛や不安定が機能性身体症状を惹起したき

っかけとなったことは否定できないが，接種後１か月以上経過してから発症した症例は，接

種との因果関係に乏しい。」との結論になる。 

 以上が HPV ワクチン接種による被害に関する医療研究者の見解の相違である。要約する

と HPV ワクチン接種とその被害との間に因果関係があるが，その要因については R.イン

バー，Y.シェーンフェルド他，西岡久寿樹，片平洌彦，浜六郎らが薬液そのものに要因があ

ると主張しているのに対し，厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と薬

事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議は注射の痛みや薬液

による局所の腫れなどにともなう心身の反応と主張している。 

本論文はこのような HPV ワクチン接種による副反応に関する異なる見解に対して医学
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上の議論を展開することは行わない。医学上の見解については相違があるが，本論文が述べ

てきた事実をふまえると，少なくとも以下の点については同意が得られると考えられる。 

（１）HPV ワクチンの接種が接種された少女に与えた影響の原因が，R.インバー，Y.シェ

ーンフェルド他[2016]の研究結果のように HPV ワクチンの薬液によるものであるか，

厚生労働省の説明のように機能性身体症状によるものか，見解がわかれるにせよ，HPV

ワクチンの接種と接種された少女たちが訴える副反応との間に因果関係が存在する。 

（２）HPV ワクチンサーバリックスは 2013 年 4 月から予防接種法に基づく定期予防接種

に組み入れられて公費助成をうけて広く摂取され始めると，ワクチンを接種した一部

の少女に多岐にわたる副反応を引き起こし，2014 年 3 月末までの副反応総数は 2475

件，うち医師により重篤と判断されたのは 617 件に達した。そこで厚生労働省は 2013

年 6 月に HPV ワクチンの積極奨励を中止したが，接種を希望する者への接種は継続し

て行われたまま現在に至っている。これらの事実より HPV ワクチンの承認および公費

助成は拙速であった。 

HPV ワクチン接種による被害を訴える少女たちの声，これをめぐる訴訟の提起，厚生労

働省の積極奨励の中止，HPV ワクチン接種と副反応との因果関係を立証した複数の研究は，

HPV ワクチンの検証が結果としては不十分であったことを示している。 

 

３－３ HPV ワクチンの早期承認とドラッグ・ラグ問題 

以上の経過をふまえると，「混合診療の解禁とめぐる議論」と「HPV ワクチン接種による

副反応」との間に以下のような関係がある[図５－２]。 

 

[図５－２ 混合診療をめぐる議論から HPV ワクチン早期承認までの流れ] 

                                  

 

 

 

 

 

            

（出所）筆者作成 

 

つまり「混合診療の解禁とめぐる議論」の結果として，「いわゆる『混合診療』問題に係

る基本的合意」がなされ，これをうけて設置された未承認薬使用問題検討会議がサーバリッ

クスとガーダシルの承認し，これら HPV ワクチンが副反応を引き起こしたといえる。 
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[図５－３ 海外ワクチンの日本申請時期（各社プレスリリースによる）] 

 

（出所）鹿野真弓（[2010]，p.9） 

 

サーバリックスとガーダシルは従来の医薬品と比べ，外国における First Approval から

国内申請，国内申請から国内承認までのドラッグ・ラグが明らかに大幅に短縮された[図５

－３]。 

 未承認薬使用問題検討会議によるサーバリックスとガーダシルの早期承認は「混合診療

の解禁をめぐる議論」における懸案であったドラッグ・ラグを解消するという期待に見事に

応えた結果になった。しかしこの早期承認が結果としては接種による少女たちの副反応被

害の訴え，厚生労働省の積極奨励の中止という問題を生んだ。では，このような結果を生ん

だ「混合診療の解禁をめぐる議論」および「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」

において欠落していた視点はなかったのか。これについて以下の第４節で考察を行う。 

 

３－４ HPV ワクチン接種の拡大と利益相反 

この HPV ワクチン承認過程および公費助成において製薬会社は積極的な役割を果たし

た。 

サーバリックスが 2009 年 11 月に承認されると，「子宮頸がん征圧をめざす専門家会議」

（以下，専門家会議）はワクチンの公費助成をめざして積極的に活動を行い，公費助成が実

現すると対象年齢の少女全員にワクチンを打つことをめざして活動を行ってサーバリック

スを予防接種法に基づく定期予防接種に組み入れるのに大きな役割を果たした。鳥集徹に

よると，この専門家会議は 2012 年度にグラミソ・スミスクライン社から 1500 万円と MSD
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社から 2000 万円の寄付をうけるなど，2012 年度から 2013 年度の 2 年間だけで 3850 万円

の寄付をうけていた。さらにこの専門家会議の事務局にはグラミソ・スミスクライン社の呼

吸器マーケティング部およびワクチンマーケティング部の元部長・堀内吉久が在籍し，専門

家会議とその関連団体である「子宮頸がん征圧連携 ACT プロジェクト」の肩書で講演活動

を行うなど，HPV ワクチンの承認にむけて積極的な活動を行った。つまりグラクソ・スミ

スクライン社は専門家会議にカネとヒトの両方を送り込み積極的な活動を行った。さらに

厚生労働省の感染症分科会予防接種部会の「ワクチン評価に関する小委員会」で「定期的な

接種を推進する必要がある」と結論づけるのにあたり利用されたのが，専門家会議の実行委

員長であった今野良・自治医科大学付属さいたま医療センター産婦人科教授らの論文であ

った。ワクチンの費用対効果を検討するのに引用された論文は３つでそのうちの２つが今

野良を筆頭著者とした論文であった。今野良が筆頭著者になっている英語の論文の欄外に

は，次のように書かれていた。「この研究は，日本 GSK の補助金に支援された。今野良は

日本 GSK，日本メルク（現・MSD），日本キアゲンより研究費や旅費，講習会や専門会議

の謝礼金を受領した。彼は GSK バイオロジカルズの顧問・専門家会議の一員である」（鳥

集徹[2015]，pp.42－47）。 

HPV ワクチンの早期承認には，未承認薬使用問題検討会議の早期承認方針に加え，この

ような製薬会社の積極的な動きがあった。 

 さらに HPV ワクチン接種による被害が問題になった後に厚生労働省が開催した合同部

会の委員の多くは HPV ワクチンの製薬会社であるグラミソ・スミスクライン社と MSD 社

から金銭を受け取っていた。2013 年 5 月 16 日に開催された合同会議の第１回議事録には

この合同部会の委員が HPV ワクチンの製薬会社であるグラミソ・スミスクライン社（GSK

社）と MSD 社からどの程度の金銭を受け取ったかが記されている。 

 

「最初に副反応検討部委員ですが，岡田委員と岡部委員が MSD と GSK からそれぞれ 50

万円以下を受領。多屋委員が GSK から 50 万円以下を受領。永井委員が MSD から 50 万円

以下を受領。薗部委員が MSD から 50 万円以上 500 万円以下を受領しております。また，

安全対策調査会委員ですが，五十嵐委員が GSK から 50 万円以下を受領，MSD から 50 万

円以上 500 万円以下を受領。柿谷委員が MSD から 50 万円以下を受領。神田参考人が MSD

から 50 万円以上 500 万円以下を受領しております。内容から，副反応検討部会の薗部委員

と安全対策調査会の五十嵐委員は，会議に参加し意見を述べることはできますが，議決には

参加いただけませんことを報告いたします。」（2013 年 5 月 13 日 第 1 回厚生科学審議会

予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会議事録，厚生労働省 HP，2020 年 3 月 17 日最終

アクセス） 

  

 合同部会でこのような確認が行われるのは，2007 年にインフルエンザ薬タミフルの副作

用等について調査する研究班のメンバーがタミフルの輸入販売元である中外製薬から多額
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の寄付金や研究費を受け取っていたことが判明したのをきっかけにつくられた審議参加規

定によるものである。審議参加規定では「審議機関から過去３年間の間に，年度あたり 500

万円を超える受け取り額がある場合は審議・議決に参加できない。50 万円を超え 500 万円

以下の場合は，意見は述べることはできるが議決には参加できない，50 万円以下は審議に

も議決にも参加できる。」とされた。2008 年 5 月から医薬品の承認や再評価に関わる調査・

審議に関わる委員に対して，その対象となっている企業や競合企業からの寄付金・契約金・

講演料等の状況を申告する審議参加規定を運用するようになったからである。このような

確認は第２回以降の会議でも行われたが，鳥集徹によるとこの合同部会の委員 15 人のうち

11 人が HPV ワクチンの製薬会社であるグラミソ・スミスクライン社と MSD 社のいずれか

ら資金提供を受けていた（鳥集徹[2015]p.31）。「薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部

会安全対策調査会」調査会長の五十嵐隆（独立行政法人国立成育医療研究センター総長）は，

グラミソ・スミスクライン社と MSD 社それぞれから「50 万円以上 500 万円以下の受領」

したことを自己申告しているが，第 44 回合同会議で以下の発言を行っている。 

 

〇五十嵐委員 HPV ワクチンの接種率が低いことと，婦人科の健診の受診率が日本では低

いことの２つが恐らく主な理由になって，日本の女性の子宮頸がんの罹患患者数が毎年１

万人近くに及んでいる。（中略）個人的には，できるだけ再開の方向の議論をしていただき

たいと考えています。しかも，海外では９価のワクチンが用いられており，日本でも治験が

終わったと聞いておりますので，もし導入するならば，より有効性が広い９価ワクチンを考

えるべきではないかと思います。（2019 年 11 月 22 日 第 44 回厚生科学審議会予防接種・

ワクチン分科会副反応検討部会議事録，厚生労働省 HP，2020 年 3 月 17 日最終アクセス） 

 

 製薬会社からの合計 100 万円以上 1000 万円以下受領とこの発言との関係を五十嵐隆は

疑われても仕方がないのではないか。合同会議の大部分の委員が製薬会社からこれだけの

金銭を受領していることが厚生労働省の公式の文書で確認できる事実だけで，合同会議の

結論「注射の時の痛みなどによる副反応である」は社会的な信用が低下することは避けられ

ない。 

 

第４節 混合診療をめぐる議論と HPV ワクチン接種による被害に関する考察 

４－１ 混合診療をめぐる議論と HPV ワクチン接種による被害の関係 

これまで第 5 章において検証してきた事実をふまえて日本における混合診療の賛否をめ

ぐる議論が HPV ワクチン接種による被害に与えた影響ついて考察を行う。混合診療をめぐ

る議論は HPV ワクチン接種による被害を引き起こす要因の一つになった。混合診療をめぐ

る議論と HPV ワクチン接種による被害との間には以下の二つの重要なポイントがある。 

第一に，混合診療をめぐる議論において「諸外国で承認・使用されている医薬品や医療機

器が日本では承認されていない」という議論が孕んでいた危険性である。これは混合診療の



118 

 

解禁の主張に共通した議論であった。つまり「ほかの認証されていない治療をうけたらだめ

だよと。でもそれはアメリカとかで認可されているというか，有効性はうたわれているわけ

ですね。」（規制改革・民間開放推進会議「いわゆる『混合診療』の解禁」に関する厚生労働

省との意見交換議事録，2004 年 10 月 22 日）という混合診療の解禁を求める患者の要望，

３大学医学部付属病院長による「諸外国で承認・使用されている医薬品や医療材料の使用」

（「医療保険制度等の規制緩和に関する要望書」，平成 16 年 11 月 22 日），「海外では広く認

められているにもかかわらず，我が国では公的保険の適用外となっている新しい医療技術・

サービスに対する医師の積極的取組を阻害したり，患者の受診機会を狭め，医療サービスの

質の向上を妨げている。」（「規制改革推進のためのアクションプラン」，総合規制改革会議，

平成 15 年 2 月 17 日）といった混合診療を解禁すべきとの議論にはほぼ共通してこのよう

な不満があった。 

しかし諸外国で承認・使用されている医薬品や医療機器は本当に有効性が保障され，安全

性が高いのだろうか。 

ニューイングランド医学雑誌前編集長のマーシャ・エンジェルは，アメリカにおける新薬

承認に実態について次のように述べている。 

１ 製薬会社が作りだしているのはゾロ新薬ばかりで，画期的新薬は少ししかない。 

２ 米国食品医薬品局（FDA）が本来は規制する対象であるはずの製薬業界に隷属してし

まっている。 

３ 製薬会社が自社の製品が関係する臨床研究に干渉しすぎる。 

４ 特許や排他的販売権の期間が不必要に長く，いかようにも延長できる。 

５ 製薬会社が自社の製品について，医師の教育に干渉しすぎる。 

６ 研究開発，広告宣伝，薬価算定に関する情報が公開されない。 

７ 薬価が高すぎる，不安定。 

（マーシャ・エンジェル [2005]，p.298） 

 

「パーク・デービス社は，この計画を『パブリケーション戦略』と呼んでいたそうである。

これは同社がスポンサーとなり，その結果に基づいて先に論文を書き上げておいて，その後，

大学の研究者に金を渡してその論文の著者として名義を借りるという計画だ。（中略）こう

した論文の大学の著者への名義貸しの対価は，1 本につき 1 千ドルであった。」（マーシャ・

エンジェル [2005]，p.201）。 

「現在では製薬会社は研究デザインの決定，データの解析から，研究結果を公表するかどう

かの判断まで，あらゆることに口を出す。こうして研究に介入することで，単に研究結果を

ゆがめてきただけでなく，自分たちの都合のいいように結果を作り変えてきたのである。も

はや臨床試験をコントロールしているのは研究者ではなく，スポンサーである製薬会社な

のだ。」（マーシャ・エンジェル [2005]，pp.129－130）。 

 このようにマーシャ・エンジェルは製薬会社が自社の開発した医薬品を評価する論文を
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先に準備し，大学の研究者に金銭を渡して署名だけをさせたり，研究者の臨床実験に製薬会

社が露骨な介入をする実態を告発している。彼女が議論の対象とした製薬会社はビッグ・フ

ァーマをよばれる多国籍製薬企業で，その中の売り上げ上位 10 社にはサーバリックスの販

売企業であるグラクソ・スミスクラインやガーダリクスの販売企業である MSD のアメリカ

本社であるメルクが含まれる。 

さらにマーシャ・エンジェルは，インミューン・レスポンス社がレミューンという名前の

薬についてカリフォルニア大学サンフランシスコ校のジェームズ・O・カーン博士とハーバ

ード大学公衆衛生大学院のスティーブンソン・W・ラガコス博士を損害賠償で訴えた訴訟に

ついて述べている。1996 年にインミューン・レスポンス社はレミューンが AIDS の進行を

遅らせる効果があるか否かについて HIV 感染患者に対して多施設臨床試験の実施契約を両

博士と結んだ。３年後，両博士がレミューンには効果がないことを明らかにすると，インミ

ューン・レスポンス社は両博士の研究結果の公表を拒み，同社の効果があるとする論文を公

表するようにせまった。これを拒否した両博士が米国医師会雑誌にこの薬が効かないこと

を公表するとインミューン・レスポンス社は両博士と大学を相手取り損害賠償を求めて提

訴したが，製薬会社は敗訴した（マーシャ・エンジェル [2005]，pp.139－140）。両博士が

良心をもった研究者であったので，この問題は白日の下にさらされ，裁判ですべてが明らか

になった。マーシャ・エンジェルによれば，製薬会社が「研究デザインの決定，データの解

析から，研究結果を公表するかどうかの判断まで，あらゆること」に口をだして結論をだす

ような状況がアメリカでは日常化している。HPV ワクチンを日本に売り込んだグラク・ソ

クライン社やメルク社もこのようなビッグ・ファーマの代表である。 

 さらにイーサン・ウォッターズは「イギリスのカーディフ大学精神医学科ウェールズ副部

門教授であるデイヴィッド・ヒーリーは，製薬会社が自社の薬の根拠を求める先に支配を及

ぼしていくプロセスを暴こうと誰よりも闘ってきた。」（イーサン・ウォッターズ[2013]，

p.279）と述べたうえで，ヒーリーの証言を紹介している。 

「GSK 社をはじめとする製薬会社は科学的知識を創作し，コントロールしている，とヒー

リーは断ずる。『このために，製薬会社のマーケティング部門にとって望ましくない，矛盾

したデータがでてくる可能性はまずない。』」（イーサン・ウォッターズ[2013]，pp.279－280）。 

「70 年代になると，製薬会社は無作為化試験に手あたり次第資金を提供してコントロール

を及ぼすようになり，ヒーリーの報告によれば，90 年代の半ばには超一流誌の研究の半分

以上が，大学の研究者が代表らしくみせかけながら，実は製薬会社が雇った医学系論文の代

筆会社の手によるものとなっていた。」（イーサン・ウォッターズ[2013]，p.280）。 

 ここでヒーリーが述べている GSK 社は HPV ワクチン薬害を引き起こしたサーバリック

スの製薬会社グラクソ・スミスクラインである。 

ドラッグ・ラグについて「世界の医薬品市場における売上高上位 100 品目の中で自国に

おいて未発売の医薬品は，2010 年において日本が 11 品目であるのに対してアメリカ，イ

ギリスは 2 品目に過ぎなかった（日本製薬工業協会ウェブサイト「くすりの情報 Q&A55」
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Q39）から英米で発売されていて日本で未発売の医薬品は早く発売されるべきであると日本

において議論されてきた。しかしアメリカにおいて承認，発売されている医薬品については

このように安全性，有効性について適切な検証が行われていないことを示す証言が複数存

在する。また「世界で初めて発売されてから各国において発売されるまでの平均期間は 2010

年において，アメリカ 0.9 年，イギリス 1.2 年，ドイツ 1.3 年に対し日本は 4.7 年と長かっ

た。」（日本製薬工業協会ウェブサイト「くすりの情報 Q&A55」Q39）。しかしこの「アメリ

カ 0.9 年」で発売されている医薬品の中には，有効性，安全性について適切に検証されない

医薬品が多数存在し，これらが製薬会社のマーケティングにより早期発売されたとの告発

が提起されている。製薬会社が医薬品を開発して発売が認められてから特許がきれる期間

が長ければ長いほど高収益を確保できるので，製薬会社はマーケティングにより早期承認，

早期発売に努めるからである。 

混合診療をめぐる議論において「諸外国で承認・使用されている医薬品が日本では承認さ

れていない」という議論が行われた。しかし欧米の医薬品の有効性，安全性について疑義を

提起するマーシャ・エンジェル[2005]をはじめとする複数の告発がある以上，「外国で承認，

使用されている医薬品」だから優れているとの先入観はもつことは危険である。そして「外

国で承認，使用されている医薬品」でも，日本において慎重な検証を行うことが医薬品の安

全について公共の責任を負う厚生労働省の責任である。なぜなら他の財とは異なり，安全性

に欠ける医薬品は人体を直接，蝕み，死亡させることさえあるからである。  

 第二に，「先端医療や高次医療」に対するリスクに対する認識の問題である。 

 ３大学医学部付属病院長が「私共 3 大学病院は，先端医療や高次医療の開発と実践にお

いて，わが国の先端的役割を果たして参りました。」（「医療保険制度等の規制緩和に関する

要望書」，平成 16 年 11 月 22 日）をふまえて，医療保険制度に関する規制緩和（特定療養

費制度の抜本的改革もしくは混合診療の導入）を要望するなど，混合診療の解禁を主張する

議論は共通して「先端医療や高次医療の開発と実践」を推進するために混合診療を解禁する

べきであると主張する。また現在，保険診療との併用が認められている療養のうちの「評価

療養（保険導入のための評価を行うもの）」の最初に「先進医療」が掲げられている。「先端

医療」や「高次医療」という言葉は非常に魅力的で，混合診療の禁止によりこれらを活用で

きる機会に制限がかけられることへの不満が混合診療の解禁の重要な論拠になってきた。

混合診療を部分的に解禁した患者申出療養についての厚生労働省の説明においても，「保険

診療と併用して先進的な医療が受けられます」と書かれ，先進医療として「未承認薬など」

があげられている[図５－４]。 

このような説明を病気に苦しむ患者が読むと，「未承認薬」，「先進医療」はすばらしくぜ

ひ試してみたいと「藁にでもすがりつきたい」思いになるだろう。しかし「先端医療」，「高

次医療」，「先進医療」といえば聞こえはいいが，これらの医療行為は現在まで存在した医療

技術がなしえないすばらしい効果がある可能性もあるが，同時に治療方法が新しく，治験が

少なく，副作用や身体に重大な悪影響を与えるリスクが高いこともまた事実である。これら
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のリスクを説明することは医療従事者や厚生労働省の責任であるが，この説明がなされな

いまま「先端医療」，「高次医療」，「先進医療」といった言葉が使われてきた。そもそも薬は

適切な時期に適切な量を必要な患者に服用させると病気の治療に効果を発揮するが，使い

方を誤ると人体には毒薬そのものである。 

 

[図５－４ 患者申出療養についての厚生労働省の説明] 

 

（出所）厚生労働省ホームページ，最終アクセス 2020 年 2 月 26 日 

 

 「先端医療」，「高次医療」，「先進医療」の一側面を，肺がん治療薬イレッサを「個人輸入

で入手した薬を使用した症例」を通して考えたい。以下は 2002 年 5 月 27 日付で企業が国

に報告した事例である。 

 

 T.F.，男，73 歳。大阪府。2001 年 4 月 11 日非小細胞肺がん（腺がん）と診断。2002 年

3 月 29 日，イレッサ 250mg 投与開始。2002 年 4 月 6 日下痢，26 日嘔吐，27 日発熱，ス

テロイド治療等。5 月 24 日「肺臓炎による呼吸不全」で死亡。部検実施，結果未入手。 

 医師は「治験薬と関連性あり」，企業は「本剤が誘発した可能性は否定できない」が，「原
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疾患が影響した可能性も考えられる」と報告（片平洌彦偏[2013]，p.53）。 

 

 イレッサは肺がん治療薬として「夢の薬」などといわれたまさに「先端医療」，「高次医療」，

「先進医療」で，肺がんの宣告をうけた T.F.氏が個人輸入で入手して，治療薬イレッサの可

能性にかけた気持ちは痛いほど理解できる。しかし T.F.氏は 2001 年 4 月 11 日非小細胞肺

がん（腺がん）と診断されてからも 1 年以上生存したにもかかわらず，イレッサの投与を開

始した 3 月 29 日から 2 か月もたたない 5 月 24 日に死亡している。結果としてイレッサは

T.F.氏にとり，肺がんを治療する効果はなく，投薬が原因で死亡した可能性が高い。つまり

イレッサは有効性に欠けていただけでなく，安全性にも欠け，イレッサの投与が死期を早め

た可能性が高い。イレッサは「夢の薬」といわれたが，「先端医療」，「高次医療」，「先進医

療」だからこそ，このようなリスクがともなうことをこの事例はよく示している。 

医療経済学においては，医療サービスが，その他の財・サービスと異なる点は，「侵襲性」，

「不確実性」，「情報の非対称性」という３つの特性をもつことです（細谷圭・増原宏明・林

行成[2018]）とかかれているが，この問題はこの３つの特性すべてにかかわる。つまり「先

端医療」，「高次医療」，「先進医療」は新しい治療方法であるために，身体に有害になるかも

しれない介入のリスクが高く（侵襲性），治療の効果について供給面での不確実性が高く（不

確実性），最新の情報を知りえる医師と患者との情報格差は新しい治療法であるが故にさら

に大きい（情報の非対称性）。HPV ワクチン薬害はまさにワクチンについての情報が皆無の

少女に（情報の非対称性），効果が十分に明らかでない（不確実性）ワクチンが接種された

ために，身体に有害な影響をうけた（侵襲性）典型的な事例である。混合診療の解禁論者が

「先端医療」，「高次医療」，「先進医療」を利用する機会を広げるべきであるとの議論を行っ

た結果，「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」（2004 年）が行われ，これを受け

て設置された「未承認薬使用問題検討会議」において HPV ワクチンであるサーバリックス

とガーダシルが提起され，早期承認されたのである。 

 

４－２ 構造的問題としての薬物被害の発生 

 以上の考察をふまえた時に，厚生労働大臣と規制改革担当大臣による「いわゆる『混合診

療』問題に係る基本的合意」（2004 年 12 月）[資料５－１０]は，混合診療の解禁をめぐる

議論の脈絡とは全く異なる理解が可能である。この基本合意は混合診療の解禁をめぐる議

論では，「アメリカなど海外で承認，使用されているが日本では承認されていない先端医療，

高次医療，先進医療を速やかに承認，使用することにより日本の患者を救済する。」ことを

目的とすると解釈されてきた。そして「アメリカなど海外で承認，使用されているが日本で

は承認されていない先端医療，高次医療，先進医療を速やかに承認，使用」されるなら混合

診療の解禁の必要はなくなり，混合診療をめぐる議論はこれにより解決されるとの考え方

がこの合意の背景にあった。 

しかしまず「米，英，独及び仏で新たに承認された薬については，自動的に検証の対象と
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する」について，米（アメリカ）で承認された医薬品を自動的に検証の対象とするほどアメ

リカにおける承認が適切に行われていることに疑問符がつく。製薬会社が作成した論文に

研究者が署名だけしたり，製薬会社が研究をコントロール下におくような実態が存在して

いるとのマーシャ・エンジェル [2005]，イーサン・ウォッターズ[2013]の著作における告

発に全く真実が含まれていないとは思えない。安全性，有効性を尊重するならば，このよう

な「米（アメリカ）で承認された薬」を「自動的に検証の対象とする」ことは危険ではない

か。さらに「患者要望のある未承認薬の取扱いについては，最長でも３か月以内に結論を出

す」について，「３か月以内」は安全性，有効性を十分に確認するのにあまりにも短い。イ

ンミューン・レスポンス社のレミューンについてジェームズ・O・カーン博士とスティーブ

ンソン・W・ラガコス博士は AIDS の進行を遅らせる効果があるか否かについて３年かけて

検証している（マーシャ・エンジェル [2005]，pp.139－140）。薬により検証にかかる時間

は異なるのは当然であるが，アメリカでも誠実な研究者は３年の時間をかけて薬の有効性

を検証するケースもあるのである。これを「３か月以内」とするのは，十分な検証を日本独

自では行わずに，承認するのに等しい。つまり本論文の議論をふまえると「いわゆる『混合

診療』問題に係る基本的合意」（2004 年 12 月）は，アメリカなどで製薬会社のコントロー

ル下に安全性，有効性が歪められた中で行われた研究結果を自動的にほとんど検証しない

まま承認する結果が生じることを促進するものになっている。このような背景の下にこの

基本合意を経て設置された未承認薬使用問題検討会議において，有効性と安全性に疑いが

残る HPV ワクチンが従来とは異なり異例の速さで承認され，その結果，HPV ワクチン接

種による被害はおこったのである。 

 本論文のこの理解は，HPV ワクチンによる被害の要因に関する理解に止まらず，現在と

今後の日本の医療にとり非常に重要な意味をもつ。マーシャ・エンジェル [2005]，イーサ

ン・ウォッターズ[2013]の著作で述べられているアメリカの薬の承認をめぐる製薬会社の主

導的な役割が部分的であれ真実ならば，「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」（2004

年 12 月）で示された方針を基礎として厚生労働省の検討会議が未承認薬の承認を行えば，

今後もHPVワクチンによる被害と同様の被害が起こることを意味するからである。有効性，

安全性に疑義が提起されている「米（アメリカ）で承認された薬」を「自動的に検証の対象」

とし，「最長でも３か月以内に結論を出す」，つまり日本独自でまともな検証をしないで承認

するという構造の中で HPV ワクチン被害が発生したなら，このような構造が変わらない限

り，必然的に今後も HPV ワクチン被害と同様の被害は起こりえる可能性は否定できない。  

 

第５節 小括  

 第５章の結論は以下のとおりである。 

混合診療の賛否をめぐる議論は熾烈であったが，「外国において広く使用されているにも

かかわらず日本では保険適用外となっている先進医療，高次医療を始めとする新しい医療

技術，サービス，医薬品が一定存在しており，これは望ましくない」という認識において，
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賛成論，反対論の認識は一致していた。この議論をうけて 2004 年に「いわゆる『混合診療』

問題に係る基本的合意」がなされ，この合意をうけて「未承認薬使用問題検討会議」が開催

され，この会議は 2010 年より「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」に改

組されて継続した。これらの会議において HPV ワクチンのサーバリックとガーダシルが従

来よりも短期間に承認され，公費助成をうけて予防接種法に基づく定期予防接種に組み入

れられた。しかし接種が始まると少女に多岐にわたる副反応を引き起こし，厚生労働省は

2013 年 6 月に HPV ワクチンの積極奨励を中止したまま現在に至っている。 

 混合診療をめぐる議論において「外国で使用されている」，「先進医療，高次医療をはじめ

とする」医薬品の承認を急いだことが，結果としてサーバリックとガーダシルの早期承認を

もたらした。HPV ワクチン接種による被害を訴える少女たちの声，これをめぐる訴訟の提

起，厚生労働省の積極奨励の中止，HPV ワクチン接種と副反応との因果関係を立証した複

数の研究結果は HPV ワクチンの早期承認が拙速であったことを示している。本論文は以上

の検証をふまえ，この結果を引き起こした混合診療の解禁の解禁をめぐる議論に欠落して

いた論点について以下の考察を行った。 

 第一に，混合診療をめぐる議論において「諸外国で承認・使用されている医薬品や医療機

器が日本では承認されていない」という議論が孕んでいた危険性である。欧米における医薬

品の承認は必ずしも適切に行われていないとのマーシャ・エンジェル[2005]らの複数の告発

が存在する。「欧米において承認されている医薬品」だから有効性，安全性に信頼がおける

という幻想は捨てて，日本において最初から適切な検証を行うことが求められる。 

 第二に，混合診療をめぐる議論において「先端医療や高次医療をはじめとする新しい医薬

品を活用したい」という要望に対するリスクの認識の問題である。藁をもすがりたい患者に

とり「先端医療や高次医療」は魅力的に響くが，新しい医薬品だからこそ有効性への期待と

有毒性の危険性の両方を孕んでいる。新しい医薬品だからこそ安全性の検証を十分に行う

ことが求められる。なぜなら不十分な検証は人の命を奪うことさえあるからである。 

 以上の考察をふまえるなら「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」（2004 年）は

撤回されることが望ましい。本論文はドラッグ・ラグの解消に異議を唱えているのではない。

混合診療の解禁をめぐる議論で「外国で承認されている医薬品」，「先端医療，高次医療」の

迅速な承認，保険適用が強調されるあまり，何より優先されるべき「医薬品の有効性，安全

性の検証」が結果として疎かになったことが今後の重要な課題である。 

 そもそも混合診療の解禁の是非とドラッグ・ラグの解消は異なる問題である。混合診療は

「保険診療と保険外診療の併用」，ドラッグ・ラグは「外国における医薬品の審査，承認に

かかる期間と自国のそれとの時間差」を意味し，これらは別の問題である。しかし混合診療

の解禁をめぐる議論の結果，ドラッグ・ラグの解消を主眼とした「いわゆる『混合診療』問

題に係る基本的合意」がなされ，一種の問題の矮小化がなされた。本論文はこの理由を以下

のように推定する。混合診療をめぐる議論において混合診療の全面解禁を主張する側がド

ラッグ・ラグの存在を混合診療の全面解禁が必要な有力な根拠としてまず取り上げた。これ
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に厚生労働省，日本医師会が反論したために，結果としてドラッグ・ラグの問題が混合診療

の解禁をめぐる議論の重要な焦点になったと考えられる。そして混合診療の解禁そのもの

は利害の深刻な対立のために妥協点を見出すことは容易でなかったが，ドラッグ・ラグの解

消については混合診療の解禁の賛成論，反対論ともに見解が一致した。またドラッグ・ラグ

の解消については医薬品の早期承認により増収が見込める国内外の製薬会社の強い意向も

働いたと推定される。 

「米，英，独及び仏で新たに承認された先進医療，高次医療をはじめとする医薬品」を藁を

もつかむ思いの患者にすすめるのは，「高リターン・高リスク」の金融商品を高リターンだ

けを強調して販売する証券会社に似ている。そもそも高リスクだから高リターンの設定が

なされるのである。「先進医療，高次医療」のリスクを負って体を痛め，死亡するのは患者

である。「藁をもすがりたい思いの患者にとって，対等なインフォームドコンセントがどの

程度担保できるかは疑問です。」（日本難病・疾病団体協議会[2014]）との言葉は重い。「医

師・患者間に情報の非対称性」があることは医療経済学の初歩であるが，だからこそ政府・

厚生労働省は医薬品の承認および保険適用の審査における重要な責任を負っている。 

18 世紀の日本には愚かな現代人よりはるかに優れた医学者がいた。その賢明な一言を私

たちは思い出すべきである。 

「薬はみな偏性のあるものであるから，その病気に適応しなければかならず毒になる。であ

るから一切の病気にむやみに薬を用いてはいけない。病気の災難よりも薬害の方が多い。薬

を使用しないで慎重に養生すれば，薬の害がないばかりでなく，病気も早くよくなるであろ

う。」（貝原益軒「養生訓」，1713 年）。 

 

[注] 

（１）イーサン・ウォッターズによるとグラクソ・スミスクライン社は本社をイギリスにお

いているが，その営業活動の多くを消費者製品（コンシューマー・プロダクツ）部門を

置くアメリカで行っている。アメリカは同社の最大の市場である（イーサン・ウォッタ

ーズ[2013]，p.223）。  

（２） R. インバー， Y. シェーンフェルド [2016] の詳細は Rotem Inbar, Yehuda 

Shoenfeld[2016]を参照。また日本語では寺岡章雄，片平洌彦，榎宏朗[2016]が R.イン

バー，Y.シェーンフェルド[2016]の研究をわかりやすく解説しており，本論文もこれを

参照した。 

（３）R.インバー，Y.シェーンフェルド[2016]らによる HPV ワクチン安全性に関わる動物

実験論文を国際査読誌が掲載後に不正撤去された問題については，寺岡章雄，片平洌彦，

榎宏朗[2016]を参照。 
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第６章 韓国における公的医療保険の財源と財政 

 

第１節 問題提起と先行研究の検討 

 第６章では韓国における公的医療保険の財源について検証を行う。そして次の第７章で

は第６章をふまえて公的医療保険の財源についての韓国と日本の比較を行ったうえで，公

的医療保険の財源について考察を行う。 

医療費の財源問題は日韓両国において異なる様相を呈してきた。日本においては医療費

の増大による財源不足が公的医療保険において最重要課題の一つになってきたのに対し，

韓国では財源不足が生じてこなかった。しかし財源不足が生じてこなかったことと，財源問

題の存在の有無は別問題である。韓国では公的医療保険の給付水準を引上げない「低負担，

低給付」状態が継続してきたために財源不足が生じてこなかったのである。第３章において

述べたように，韓国には「災難的医療費（재난적의료비）」という日本語にはない言葉があ

る。災難的医療費は医療費の負担があまりにも重すぎることを表した言葉である。財源の制

約が公的医療保険の「低負担，低給付」の要因になってきたために医療費の自己負担が重す

ぎて「災難的医療費」との言葉が使われるようになったのであり，韓国における公的医療保

険の財源問題はむしろ日本より深刻であるとさえ言える。第６章ではこのような問題意識

を基礎に韓国の公的医療保険の財源について検証，考察を行う。 

韓国では公的医療保険の財源不足の課題について考察した先行研究がほとんどない。こ

の理由は前述のとおり韓国では医療支出の増加を抑えるために公的医療保険の給付水準を

抑制してきたために公的医療保険の財源不足が生じてこなかったので，医療財源の不足の

問題が研究の対象になってこなかったからである。これに対して財政に関する研究は韓国

において膨大に積み重ねられてきた。しかし韓国の財政学者の韓国財政に関する研究は，財

政の均衡に関心が集中する傾向が強く，公的医療保険の財源の確保を含めた社会保障予算

の確保に向き合った議論は決して多くはない。日本語に翻訳されているものでは，日本財政

学会[2005]において具正謨[2005]の発表が掲載されているが，具正謨の発表は財政の健全性

に議論が集中しており，公的医療保険の財源の確保を含めた社会保障予算の拡大を視野に

いれた財政のあり方については関心がもたれていない。このような韓国の財政研究の状況

の中でカン ビョング（강병구）とチョン セウン（정세은）は社会保障財源や経済格差に

対する韓国財政のあり方に関する優れた論文を発表している。しかしこれらの研究では公

的医療保険の財源についての言及は少ない。そこで本論文はこれらの優れた先行研究をふ

まえて韓国における公的医療保険の財源について検証，考察を行う。 

 第６章の本題にはいるにあたり，韓国現代経済史について日本においてあまり知られて

おらず，知られていても重要な誤解を含めて知られている現実をふまえ，まず韓国現代経済

史について整理を行う。 

大韓民国は 1948 年に建国されたが，その２年後に起こった朝鮮戦争（1950 年～1953 年）

により韓国経済は疲弊した。戦後はアメリカの援助により復興したが，アメリカの援助に依
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存する傾向が強かった（[表２－１]第Ⅰ期）。 

 

[表６－１ 韓国経済史の時代区分] 

時期区分 主な大統領 経済状況 

Ⅰ 1948 年 

～1950年代 

李承晩 経済制度の整備，朝鮮戦争からの復興。アメリカか

らの経済援助に依存。 

Ⅱ 1960年代 

 ～1987 年 

朴正煕 

全斗煥 

開発独裁期。低賃金による輸出主導型の急速な高度

経済成長。低賃金を軍事政権が抑圧。 

Ⅲ 1987 年 

 ～1997 年  

盧泰愚 

金泳三 

民主化闘争による労働運動の事実上の合法化にとも

ない賃金が上昇。内需の拡大による経済成長。 

Ⅳ 1997 年 

 ～現在 

金大中，廬武鉉 

李明博，朴槿恵 

文在寅 

通貨危機以降，大量解雇，非正規増大，賃金下落によ

り総所得が減少して経済格差が拡大。輸出と負債に

よる経済成長。 

（出所）筆者作成⁽¹⁾ 

 

 しかしクーデタで政権についた朴正煕は強権的な独裁により労働者の賃金をおさえ，低

賃金を活用した輸出主導型による急速な経済成長を実現し，発展途上国であった韓国は

1960 年代より軍事独裁政権化で今日のような先進国へと飛躍する経済成長を実現した（[表

２－１]第Ⅱ期）。しかし 1987 年におこった民主化闘争で軍事独裁政権が倒れ，これによっ

てそれまで実質的に禁止されていた労働組合が合法化されると，戦闘的な労働組合運動に

より経済成長の果実が賃金上昇という形で労働者に配分され始め，1997 年まで内需の拡大

が続いた（[表２－１]第Ⅲ期）。しかし 1997 年アジア通貨危機とそれに続く IMF の介入を

契機に韓国経済は大きな打撃をうけて，実質経済成長率も低迷を続け，総所得が減少，「両

極化（양극화）」⁽²⁾といわれる経済格差が拡大した（[表２－１]第Ⅳ期）。このように韓国経

済は 1997 年アジア通貨危機を契機とした「労働者の大量解雇，非正規雇用の増大，賃金下

落による総所得が減少，経済格差の拡大」といった課題を解決しないまま現在に至っている。 

 

第２節 韓国における公的医療保険の財源 

２－１ 韓国おける医療保険の保障水準の低さと医療財源 

韓国における強制適用の公的医療保険は，1977 年に 500 人以上の事業所を強制適用対象

に 86 の職場保険組合の約 300 人の被用者とその家族を対象に職場医療保険が開始される

ことにより始まった。この時点で健康保険の適用者がきわめて限定され，給付水準は低かっ

たが，公的医療保険への国庫支援はなされなかった。これ以降も公的医療保険への国庫支援

が行われなかったが，1987 年 6 月の民主化闘争の後，1988 年～1989 年にかけて 1977 年

の創設以来なされてこなかった健康保険への国庫支援が本格的に実現するとともに，国民

皆保険が達成された。しかし 1989 年の時点で国庫負担が医療財源の約 11％を占めたが，
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医療財源における公的医療保険の比率は社会保険とあわせても約 34％にすぎず，国民皆保

険が達成されたものの自己負担の比率が高くて国民が安心して医療を受けられる状況から

はほど遠いものであった。その後，漸進的に公的医療保険の比率が引き上げられ，2010 年

には 58％に達したが，同じ社会保険を中心とした制度をもつドイツや日本と比較しても公

的医療保険の比率は低く「低負担，低給付」の状態が続いた。 

 このように韓国の公的医療保険において，「低負担，低給付」の状態が続いたのは，第２

章で述べた公的医療保険の保険適用診療項目の狭さと本人負担上限制の上限額の高さにあ

り，韓国においては公的医療保険が国民に必要な保障を十分にしてこなかったために，公的

医療保険の財源が不足するということがおこらなかった。では，なぜ韓国では 1977 年に公

的医療保険を始められて適用範囲を拡大し，1989 年には国民皆保険を実現したにもかかわ

らず，医療給付は低いままでおさえられてきたのか？ 

その理由は以下の３点に要約できる⁽³⁾。 

第一に，公的医療保険を含む社会保障全般において，韓国は他の先進国と比較すると遅れ

て資本主義を発達させ，この後発性が社会保障全般の未発達の要因になった。韓国は日本に

よる植民地支配（1910 年～1945 年）の直後の 1948 年に建国，朝鮮戦争（1950 年～1953

年）による国土の荒廃を経験するなど，独立国としての経済発展の実現や福祉制度の整備が

遅れた。19 世紀の後半にドイツのビスマルクにより始められたビスマルク式といわれるド

イツの社会保険方式の医療保険をモデルに日本が 1920 年代に医療保険を導入し，この日本

の制度をモデルに 1977 年代に韓国は公的医療保険を開始したが，各国の医療保険の導入期

はいずれも工業化開始のやや後の時期である[表６－２]。 

 

[表６－２ ドイツ，日本，韓国における工業化開始，医療保険導入，国民皆保険実現時期] 

 工業化開始 公的医療保険の導入 普遍的な医療保険の実現 

ドイツ 19 世紀半ば 1884 年 1950 年代（西ドイツ） 

日 本 19 世紀末 1922 年施行，1927 年開始 1961 年 

韓 国 1960 年代 1977 年 1989 年 

（出所）李蓮花[2011]を筆者が一部変更，修正 

 

このように植民地支配，建国直後に朝鮮戦争を経験し，資本主義の発達が遅れたことが，

公的医療保険の導入が遅れ，その保障が低水準にとどまった基本的な要因であった。さらに

発展途上国の状態から急速な経済成長を実現するために予算が優先的に使われ，社会保障

のための予算はきわめて制限された。李蓮花はこの点について以下のように適切に述べて

いる。「圧倒的な成長イデオロギーとその結果としての雇用と家族への福祉依存である。こ

の点こそ『東アジア福祉モデル』の特徴として繰り返し指摘され，最近の開発主義アプロー

チによってさらに強調された特徴にほかならない。」「経済成長率と国際競争力の維持はあ

らゆる政策課題を凌駕する至上命題であった。」（李蓮花[2011]，p102）。韓国が健康保険を
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開始した 1977 年当時の政府予算においては，経済開発費の比率が圧倒的に高く，これに対

し社会福祉費の比率がその 3 分の 1 以下にすぎず，その後も社会福祉費の比率の低水準は

継続した[表６－３]。 

 

[表６－３ 韓国の中央政府予算の機能別分類]               単位：％ 

 経 済 

開発費 

社会福祉

費（A） 

教育費 

（B） 

A＋B 国防費 一 般 

行政費 

1960 年 22.3 5.3 15.2 19.2 35.0 15.2 

1970 年 28.6 4.5 17.7 22.2 23.2 13.4 

1977 年 24.7 5.7 16.6 22.3 34.7 16.2 

1980 年 26.0 7.2 16.9 23.8 35.6 8.5 

1990 年 13.0 8.9 20.3 29.0 30.4 10.2 

（出所）韓国開発研究院[1991a，第 4 巻]，韓国開発研究院[1991b]をキム ヨンミョン[1993]

が再構成した資料の一部を抜粋 

 

第二に，1948 年の建国以来，韓国は北朝鮮と対立する分断国家として，北朝鮮と対峙す

るための軍事費が予算において高い比率を占めることを余儀なくされた⁽⁴⁾。この問題は韓

国において公的医療保険が 1977 年に導入される当初から国庫支援を妨げる要因として作

用した。1975 年に朴正煕政権は「自主国防」をかかげたが，その背景には 1960 年代に始

まったベトナムへのアメリカの軍事介入が失敗し，1973 年にアメリカがベトナムから撤退

し始めるという国際情勢の変化がある。アメリカの国力低下をうけて，1969 年に防衛の責

任を当事国に委ねるべきであるとのニクソン・ドクトリンがだされ，アメリカの韓国への軍

事支援が 1974 年に終わった。これをうけて，朴正煕政権は 1975 年に防衛税を新設した。

このようにアメリカの軍事援助の終わりをうけて「自主防衛」をかかげ，国防費を増額する

中で，公的医療保険への国庫支援など考えられない状況であった。1990 年代以降には北朝

鮮が核開発，ミサイルの発射と北朝鮮と朝鮮半島の緊張はエスカレートしてきたことは周

知のとおりである。[表６－３]においても政府予算における国防費の比率の高さが確認でき

る。このように現在に至るまで韓国は国防費に多くの予算をさく必要に迫られてきたこと

が，医療保険を含めた社会保障予算の確保に制限をもたらしてきた。 

第三に，公的医療保険が始まった 1977 年から国民皆保険が実現した 1989 年までは，短

期間に公的医療保険の加入者を拡大することを優先するために，給付水準の充実が後回し

にされた。 

 1989 年の時点で約 34％であった医療財源における公的医療保険の比率は 2010 年には

58％まで上昇したが，それでも韓国の公的医療保険は同じ社会保険を中心とした制度をも

つドイツや日本と比較しても低く「低負担，低給付」の状態が続いたのはこのような要因が

重なったことによる。 
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２－２ 公的医療保険における累積黒字と民間医療保険の活用 

 2000 年代にはいって以降の廬武鉉政権～朴槿恵政権の時期（2003 年～2017 年）に韓国

において新自由主義的医療改革が推進され，民間医療保険の販売を拡大させる政策がとら

れた。この時期の歴代政権は急速に拡大する医療費を実損型の民間医療保険の販売を拡大

させることにより対応しようとした。2008 年 3 月企画財政部は大統領業務報告で，営利医

療法人の導入を検討，民間医療保険活性化案を発表し，政府の政策として民間医療保険の活

性化にのりだした。「大統領業務報告における民間医療保険活性化案」は，政府が積極的に

民間医療保険活性化を推進することを表明したことを意味する。実損型医療保険の加入率

は，16.2％（2006 年）から 66.3％（2014 年）と急拡大し，これにともない民間医療保険の

加入率も上昇の一途をたどった[表６－４]。 

 

[表６－４ 民間医療保険加入率と月保険料]            単位：ウオン，％ 

年  度 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 

区  分 頻度（比率） 頻度（比率） 頻度（比率） 頻度（比率） 頻度（比率） 

加入世帯 5021（71.6） 4718（74.7） 4540（76.2） 4473（77.9） 4368（80.4） 

未加入世帯 1988（28.4） 1596（25.3） 1416（23.8） 1268（22.1） 1066（19.6） 

全体世帯 7000（100） 6314（100） 5956（100） 5741（100） 5434（100） 

全 体

世帯 

対比 

加入 

件数 

2.98 件 3.25 件 3.58 件 4.07 件 4.64 件 

金額 179850 195162 213360 240675 276046 

加 入

世帯 

対比 

加 入

件数 

4.16 件 4.34 件 4.70 件 5.22 件 5.78 件 

金額 251975 261751 280142 308948 343488 

筆者注：表の中の「金額」は，一月の民間保険の保険料の納付金額 

（出所）韓国医療パネル 2014，キム ソンジュ議員室資料，翻訳は筆者 

 

さらに公的医療保険の給付水準を 60％代前半と低い水準のままおさえて向上させない政

策がとられ，公的医療保険に対する政府の国庫支援は縮小するか現状維持にとどめられた。

このことは「健康保健保険料収入対比実際の政府支援の比率」が減少の一途をたどってきた

ことから確認できる[表６－５]。 

2006 年に「国民健康保険法」と「国民健康推進法」が改定され，健康保険への政府支援

の規模が，保険料予想収入の 20%（国庫 14%，基金 6%）に縮小された。それだけではなく

この間，政府は縮小された 20%以下の支援水準を続け，政府支援の比率は下がり続けた。 
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 [表６－５ 健康保健保険料収入対比実際の政府支援の比率]   単位：億ウオン，％ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

実支援額：予想 

保険料の 20%（A） 

36718 40262 46786 48561 50283 53432 57994 63149 

実際保険料の 20%

（B） 

43457 49946 52332 56915 65844 72780 78064 83188 

差額（B－A） 6739 9684 5546 8354 15561 19348 20070 20039 

実保険料収入対比 

政府支援金の比率 

18.5% 16.1% 17.9% 17.1% 15.6% 14.8% 14.9% 15.2% 

（出所）シン ヨンソク[2016]，健康保健公団財政管理室[2015]，保険福祉部，報道資料

[2015．2．17]の内容をシン ヨンソクが再構成 

  

 韓国では 2003 年から文在寅政権が成立する 2017 年まで医療費の増大に対して，政府の

公的医療保険への支援を抑制し，公的医療保険の給付水準を低く抑え，民間医療保険を積極

的に活用することにより賄おうとする政策がとられた。国民医療費が急騰してきたにもか

かわらず，公的医療保険の給付水準は低い状態が継続したことが実損型の民間医療保険の

急速な拡大を生みだしたことは必然であった。この状況が続く中で，2010 年代にはいると

公的医療保険の財政の黒字額が多額になり，累積黒字の規模が拡大して 2017 年には累積黒

字額が 20.77 兆ウオンに達した[表６－６]。 

 

[表６－６ 韓国の健康保険財政収支]                単位：兆ウオン 

区分／年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

収入（Ａ） 36.46 39.36 42.18 45.30 48.62 51.21 55.03 60.18 

支出（Ｂ） 38.80 41.52 43.91 48.22 52.63 57.29 62.29 70.88 

当期収支（Ｃ） －2.3 －2.1 －1.7 －2.9 －4.01 －6.07 －7.25 －10.70 

政府支援（Ｄ） 5.35 5.08 6.32 7.09 7.09 6.78 7.08 7.88 

当期収支（Ｅ） 3.01 3.64 4.58 4.17 3.08 0.70 －0.17 −2.82 

累計財政収支 4.57 8.22 12.80 16.98 20.06 20.77 20.59 17.77 

注：当期収支（Ｃ）は（Ａ－Ｂ），当期収支（Ｅ）は（Ａ－Ｂ＋Ｃ） 

（出所）保健福祉部（国民健康保険公団） 

 

 このような公的医療保険の黒字が発生した原因は，公的医療保険の給付水準を低くおさ

えたまま，保険料を引き上げたからである。このような公的医療保険の黒字が発生し，しか

も数年にわたって累積黒字が増大し続けることは不可解であるとともに，公的医療保険の

あり方として決して望ましい状態でない。民間医療保険なら黒字を企業の内部留保などと

して確保することがありえても，公的医療保険であるなら１～２年黒字がでたら，保険適用
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診療を増やすなどの給付水準を引き上げるか，保険料を引き下げる責任があると思われる

が韓国政府はそれを行わなかった。この時期に韓国において新自由主義的医療改革が推進

され，実損型民間医療保険の活性化を政府が推進したことを考慮すると，民間医療保険の販

売を促進するために公的医療保険の給付水準を低さと保険適用外診療の項目の多さを意図

的に放置した疑念がぬぐえない。 

韓国における公的医療保険の給付水準が低いために国民の自己負担が高く，これにより

災難的医療費という言葉が生まれるくらい医療費の高さに国民が苦しんでいる中で，数年

にわたり公的医療保険の黒字が拡大を続けることを放置した李明博政権と朴槿恵政権は韓

国において批判をうけた。 

 

２－３ 文在寅ケアと今後の韓国における医療財源 

 2017 年 5 月に就任した文在寅大統領（2017 年～現在）は，2017 年 8 月に「健康保険保

障性強化対策」をうちだした。この「文在寅ケア」といわれる一連の医療政策は，廬武鉉政

権に始まり，李明博，朴槿恵政権と継続した新自由主義的医療改革を事実上，中断して，こ

れとは逆に公的医療保険の充実を図るもので，詳細は第３章第２節ですでに述べた。文在寅

は現在約 60％の健康保険保障率を 2022 年までに 70％まで引き上げるとした。この文在寅

ケアの柱は次の３点である。 

 １ 国民健康保険における「非給付の解消および遮断」。 

 ２ 医療費上限額の適正管理。 

 ３ 緊急危機状況の支援強化。 

この健康保険保障性強化対策により韓国国民の医療環境は急速に改善されつつあるが，

多岐にわたる公的医療保険適用外診療を保険適用診療へと大規模な転換するにともない，

公的医療保険の支出が急速に増大した。2012 年（支出 38.80 兆ウオン）から 2013 年（支

出 41.52 兆ウオン）にかけて 7％しか増加していないことと比較して，文在寅ケアが本格化

した 2018 年には 62.29 兆ウオンであった国民健康保険公団の支出が 2019 年には 70.88％

に約 13.7％も増加している。これは文在寅ケアにより大幅な公的医療保険の保障の拡大が

実際に実行に移され，このために国民健康保険公団の支出が急拡大しているものと理解で

きる。このように保険給付費が大幅に増加したのは，文在寅ケアが計画どおりに実行に移さ

れ，韓国の医療環境が急速に改善され，韓国国民がその利益を享受していることを意味して

おり，たいへんに望ましい。しかし問題は文在寅政権が保険料の引上げ率を前朴槿恵政権期

とほぼ同様の 3.3％に据え置くとともに国庫支援の大幅増額を行わず，文在寅ケアによる医

療費支出の増大にあわせた保険料の引き上げと増税を行わなかった点である。このために

韓国の健康保険財政収支は 2017 年に黒字額が 0.7 兆ウオンに縮小，2018 年には 0.17 兆ウ

オンの赤字に転落，2019 年には 2.82 兆ウオンの赤字と赤字額が拡大しつつある[表６－６]。 

 この状況をふまえて国民健康保険公団は 2020 年 9 月 1 日に「2020～2024 年中長期財務

展望」を発表した[表６－７]。 
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[表６－７ 2020～2024 年中長期財務展望]              単位：兆ウオン 

 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年 ２０２４年 

資産 29.0768 28.5884 28.4737 28.1695 30.1441 

負債 12.9752 13.1381 14.2398 14.9292 16.1918 

累計財政収支 16.1016 154503 14.2339 13.2403 13.9523 

当期収支 －1.67 －0.65 －1.22 －0.99 0.71 

（出所）国民健康保険公団報道資料（2020 年 9 月 1 日），国民健康保険公団報道資料（2020

年 9 月 1 日）に筆者が累計財政収支と当期収支を計算して加筆 

 

国民健康保険公団が発表した「2020～2024 年中長期財務展望」では 2020 年から 2023 年

にかけて年間約 1 兆ウオンの当期収支の赤字をだして 2024 年には当期収支を黒字に転換

するとしている。そのために政府支援の予算は「2018 年 7.1 兆ウオン➡2019 年 7.9 兆ウオ

ン➡2020 年 9.0 兆ウオン」（国民健康保険公団報道資料[2020]，2 月 18 日）と増額されて

きており，今後も増額するとしている。 

しかし急速に進む高齢化と医療技術の進歩に加えて文在寅ケアによる公的医療保険の保

障範囲の拡大にもかかわらず保険料の引上げ率が従来と同様の 3.3%程度に据え置かれ，大

幅な国庫支援が行われる見通しがないことを考慮すると，この国民健康保険公団が発表し

た「2020～2024 年中長期財務展望」は見通しがかなり甘いように思われる。文在寅ケアが

本格化した 2018 年には 62.29 兆ウオンであった国民健康保険公団の支出が 2019 年には

70.88％に約 13,7％も増加して当期収支はマイナス 2.82 兆ウオンに達している。それにも

かかわらず給付水準の拡大に伴って生じる公的医療保険の支出増に見合った保険料の引上

げと国庫支援を文在寅政権が行なわず，今後も大幅な保険料引上げや国庫支援を行わない

方針が現在発表されている国民健康保険公団の資料から確認できる。2020 年度の保険料の

引上げ率は 3.2%で，文在寅ケアが開始された後も保険料の引上げ率は従来と同様に据え置

かれている。このような国民健康保険公団の試算が甘いとの認識の下に，以下に示した仮定

をおいて筆者が作成した試算が[表６－８]である。  

[表６－８]の試算によると 2017 年には 20.77 兆ウオンあった累積黒字が 2024 年には枯

渇して赤字に転落すると予想される。このように累積黒字が急速に枯渇していくと筆者が

試算する理由は以下の３点である。まず給付水準の大幅な引上げに加えて高齢化と医療技

術の進歩により公的医療保険の支出の増加率が現在までと比較して大幅に増大することが

確実である。次に韓国政府と国民健康保険公団は増大する医療費に見合った財源の確保に

ついて現在まで具体的に示していない。さらに保険料の引き上げ幅は給付水準引上げ以前

の 3.3％前後に据え置かれ，保険料のこれ以上の引上げは長期滞納者の増大を引き起こすな

どから容易でなく，これに加えて医療費の今後の増大に見合った増税を韓国政府が国民の

反発を恐れてできないと考えるからである。 
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[表６－８ 今後の韓国の健康保険財政収支の試算]           単位：兆ウオン 

区分／年 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

収入（Ａ） 61 64 67 70 73 76 79 82 

支出（Ｂ） 72 76 80 84 88 92 96 100 

当期収支（Ｃ） －11 －12 －13 －14 －15 －16 －17 －18 

政府支援（Ｄ） 9 9 9 9 9 9 9 9 

当期収支（Ｅ） －2 －3 －4 －5 －6 －7 －8 －9 

累計財政収支 13.7 10.7 6.7 1.7 －4.3 －11.3 －19.3 －28.3 

注：当期収支（Ｃ）は（Ａ－Ｂ），当期収支（Ｅ）は（Ａ－Ｂ＋Ｃ） 

注：今後の韓国の健康保険財政収支について試算を行うにあたっての仮定。 

○ 収入 2012 年から 2017 年まで平均 2.95 兆ウオンずつ増加[表６－６]。この実績を参

考に 2018 年より収入が 3 兆ウオンずつ増加すると仮定。 

○ 支出 文在寅ケアにより 2017 年から 2018 年にかけて 5 兆ウオン増加[表６－６]。今

後 4 兆ウオン増加が今後も継続すると仮定。 

○ 政府支援 2012 年から 2017 年までの平均 6.55 兆ウオン。公的医療保険への政府支援

を 2020 年には 9.0 兆ウオンに引き上げるとしている（国民健康保険公団報

道資料[2020]，2 月 18 日）ので，国庫支援は 9 兆ウオンと仮定。 

（出所）筆者作成 

 

本論文は以上の理由により国民健康保険公団が 2020 年 9 月 1日に発表した「2020～2024

年中長期財務展望」[表６－７]のようにはいかず，現在の韓国の公的医療保険の累積黒字は

数年以内に枯渇して医療財源の不足を国債発行により賄うことを余儀なくされると推定す

る。 

 保険料の引き上げ率を従来と同様の 3.3％に据え置き，大幅な国庫支援を行わないまま健

康保険保障性強化対策を実行に移したことは，長期的には以下の諸問題をうむことになる。

第一に，次期政権発足時に公的医療保険の財政の累積黒字は大幅に減少する可能性が高い

ので，これを理由に次期政権が文在寅政権で一度拡大した公的医療保険の適用診療を再び

縮小する可能性を生じさせる。一度拡大した公的医療保険の保証範囲を再び縮小すること

は次期政権が保守系の政権であっても容易でないと考えられるが，そのような口実を与え

ることは決して望ましくない。第二に，累積黒字が枯渇した後に文在寅ケアで実行された保

険適用水準を維持するためには，新たな保険料の大幅引上げか，大幅な税金の投入を行うな

どの負担を負うことになる。 

 健康保険保障性強化対策を実行に移した時点で，それに見合った保険料の引上げと増税

を行ったほうが，国民にとりわかりやすい。朴槿恵政権までの国民健康保険累積黒字を取り

崩しながら健康保険保障性強化対策を実行に移すこと自体はむしろ望ましいことあるが，

保障の拡大にともなって保険料の引き上げ率のさらなる引き上げや国庫支援の大幅増額を
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行わなかったことは，韓国政府が保険料引上げや増税といった国民負担の増大を極力避け

たいという意図がうかがえる。 

 

第３節 韓国における公的医療保険の財源問題 

３－１ 韓国における医療費の増大と財源問題 

韓国において 1977 年に公的医療保険が始まって以降，医療費の財源不足が問題化はした

ことはほぼなかった。その理由は公的医療保険の支出が低いかわりに給付水準も低い「低負

担，低給付」の状態が続いてきたからであった。韓国の公的医療保険は国民が経済的に安心

して医療を受けられるのに十分な機能を果たしてこなかったので，公的医療保険の財源不

足も発生してこなかったともいえる。さらに 2010 年代には公的医療保険の給付水準が低い

まま国民健康保険累積黒字が 20 兆ウオンに達するという状況まで生じた。しかし 2017 年

に発足した文在寅政権は健康保険保障性強化対策を実行に移し，公的医療保険の適用診療

が広がるとともに給付水準が現在引上げられていることは望ましいが今後財源不足が予想

される。韓国の国民医療費は文在寅ケア以前から増加の一途をたどってきた[図６－１]。 

  

[図６－１ 国民医療費規模の推移（1970～2013）] 

兆ウオン         国民医療費      増加率           ％ 

 

注：増加率は名目増加率である 

○ 国民医療費の規模は 1970 年 0.1 兆ウオンから 2013 年 102．9 兆ウオンに増加した。

国民医療費の上昇速度は一般経済（GDP）の規模拡大速度より早く，「国民医療費の対

GDP 比率」は，1970 年 2.8％から 2013 年 7.2％に急激に上昇した。 

（出所）保健福祉部，延世大学医療福祉研究所「2013 年国民医療費および国民保健勘定」 
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 文在寅ケアが本格化した 2018年には 62.29兆ウオンであった国民健康保険公団の支出が

2019 年には 70.88％に約 13.7％も増加して当期収支はマイナス 2.82 兆ウオンに達してい

る。第３節では文在寅ケアによる公的医療保険の充実による医療費の増大と高齢化の進行，

医療技術の進歩などによる医療費の増大という二重の医療費増大に対して，韓国において

財源調達にはどのような手段があるのかについて検証を行う。 

医療財源の調達は，公的負担（税・保険料）と私的負担（実損型民間保険・自己負担）に

わかれる。第３章において検証したように医療財源として実損型の民間医療保険よりも公

的医療保険において平等消費型の医療制度の実現が可能になり，これが生存権の保障と経

済的な利益と社会的な存続にとり適切である。これをふまえると増大する医療費を賄う財

源は公的医療保険の財源は保険料と租税しかない。したがって文在寅ケアによる公的医療

保険の充実による医療費の増大と高齢化による医療費の増大という二重の負担増に対して

は，保険料の引上げと国庫支援の増額の両方を行うことは今後，避けられない。 

 

３－２ 保険料の引上げの限界 

 まず韓国において公的医療保険の保険料は漸進的に引上げられてきた。韓国の地域保険

の保険料は世帯に対して課し，日本と同様に所得が無収入の世帯にも保険料が課される。そ

のために保険料の大幅な引上げは相対的に低所得層の保険料負担を重くして現在でも一定

存在する保険料の長期滞納者を増々増大させる。韓国における保険料滞納による資格停止

者の問題は本論文第３章においてすでに述べた。要約すると 2013 年末時点で保険料の長期

滞納により健康保険給付が停止されている人は 165 万 5 千人におよび，これは全人口の約

3.2%にあたる。そして滞納世帯の 95%が年所得 1000 万ウオン未満の低所得層である。韓

国では現在は６回以上，つまり事実上は６か月以上保険料を滞納すると，公的保険給付の制

限を受けるので，６回以上の保険料滞納者は，医療保障制度から事実上排除されることにな

る。保険料滞納による資格停止者は，賃金労働者では非正規職のみ 2.7%いるのに対し，正

規職ではゼロである[表６－９]。 

 

[表６－９ 雇用形態別健康保険適用率（2014 年 8 月）]          単位：％ 

 資格 

停止者 

職場 

加入者 

地域 

加入者 

医療 

受給権者 

職業加入 

 被扶養者 

賃金労働者 1.2 71.4 14.6 0.8 12.0 

正 規 職 0.0 98.9 0.7 0.1 0.3 

非正規職 2.7 38.3 31.4 1.6 26.0 

（出所）キム ユソン[2015]を筆者が一部修正，翻訳は筆者，[表３－７]を再掲載 

 

韓国においては 1997 年アジア通貨危機以降，総賃金の下落と非正規労働者の増加が進行

した[表６－１０]。 
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[表６－１０ 韓国における就労形態別就労状況の変化]           （単位：％） 

  

 

正規

職 

非正規職 

 

非正

規職 

合計 

雇用契約 勤労

時間 

勤労提供方式 

臨時

勤労 

長期

臨時

勤労 

一時 

勤労 

期間

制 

勤労 

時間

制 

勤労 

呼出 

勤労 

特殊

雇用 

派遣

勤労 

用役

勤労 

家内

勤労 

2010   50.2 49.8 48.9 29.5 19.4 14.4 9.2 5.2 3.5 1.3 3.3 0.4 

2007 44.2 55.8 54.8 32.2 － 22.6 7.8 5.8 4.1 1.1 3.7 1.0 

2003 43.4 56.6 54.4 40.1 － 14.6 5.9 3.1 5.5 0.6 2.5 1.7 

2000 41.6 58.4 56.1 38.5 － 17.5 7.9 8.1 5.1 1.0 2.4 2.0 

1994 60 40 － － － － － － － － － － 

（出所） 韓国政府統計をもとに韓国労働社会研究所が作成した資料を筆者が再構成 

 

さらに韓国の保険料も日本と同様に所得にあわせて設定されるが，高齢になるほど所得

が減少して保険料の納入額が減少する。このように高齢化は保険料収入の減少をまねくが

高齢者は勤労世代の約５倍の医療費がかかるために，高齢化による医療費の増大を保険料

の引上げを主要な財源として賄うには限界が生じる。 

 そこで文在寅ケアによる公的医療保険の充実による医療費の増大と高齢化による医療費

の増大という二重の負担増に対して，租税の投入を増やしていくことが今後避けられない

課題である。公的医療保険への政府からの公費投入は社会保障予算の一部になるので，公的

医療保険に租税を財源とする租税を入れるためには社会保障予算を増額するしかない。 

 

３－３ 韓国における公的医療保険の財源と社会保障予算 

公的医療保険の充実による医療費の増大と高齢化や医療技術の進歩による医療費の増大

という二重の負担増により韓国の医療財源は不足することが避けられないが，保険料の引

上げには限界があることを示した。公的負担は保険料と租税しかないので，保険料の大幅引

上げに限界があるなら，公的医療保険への租税投入の増額は避けられない。 

 これをふまえて以下では韓国における公的医療保険への租税の投入の余地という視点で

韓国の財政について検証を行う。韓国の財政そのものの検証は研究の範囲が膨大になるが，

公的医療保険への租税の投入の余地に問題を限定して韓国の財政の検証を行う。 

 韓国の財政は国民負担率が低くて財政規模が小さいうえに，予算に占める社会保障の比

率が低い。国民負担率と社会保障予算の比率の二重の低さは他の OECD 諸国と比較しても

顕著で，この二重の低さが現在まで公的医療保険への租税の投入が低水準に留まってきた

要因の一つである。それなら国民負担率と社会保障予算の比率の両方を引上げることによ

り公的医療保険への租税の投入を増額する余地はある。 
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 まず韓国においては一般政府の機能別財政支出において経済開発費と国防費の比率が高

く，社会保障予算の比率が低い[表６－１１]。韓国の国家予算における経済開発費と国防費

の比率が高さと社会保障予算の比率が低さはすでに述べたように，1960～1980 年代の軍事

独裁政権期からの韓国財政の特徴である。国防費予算の高さは 1948 年の建国以来，韓国は

北朝鮮と対立する分断国家として，北朝鮮と対峙するための国防費が予算において高い比

率を占めることを余儀なくされた。 

 

[表６－１１ 一般政府の機能別財政支出（2015 年）              単位：％ 

 一 般

行政 

国防 公 共

秩序 

経 済

事業 

環 境

保護 

住宅 保健 娯 楽

文化 

教育 社 会

保護 

GDP 

対比 

韓国 5.1 2.5 1.3 5.2 0.8 0.8 4.1 0.7 5.2 6.5 

OECD 6.2 1.4 1.6 4.8 0.8 0.6 6.6 1.2 5.3 16.4 

総支出 

対比 

韓国 15.8 7.7 4.1 16.2 2.3 2.5 12.8 2.3 16.2 20.1 

OECD 13.7 3.2 3.8 10.8 1.7 1.3 14.7 2.7 12.2 35.8 

（出所）OECD[2016]Statistics Database 

 

また経済開発費の高さは「経済成長率と国際競争力の維持はあらゆる政策課題を凌駕す

る至上命題であった。」（李蓮花[2011]，p102）との状態が 2010 年代になっても継続してき

た。つまり経済成長率と国際競争力を維持するために予算が優先的に使われる状態が現在

に至るまで継続してきた。では，韓国において経済開発費と国防費の比率を下げて，社会保

障予算の比率を上げる可能性はあるだろうか。 

まず国防費の削減については，近年でも 38 度線付近での死亡事件の勃発をふくむ緊張が

継続しているうえに北朝鮮が軍事的な挑発を定期的に繰り返していることを考慮すると削

減には限界がある。無駄使いや在韓米軍の維持費など国防費の削減について議論の余地は

あるが北朝鮮との緊張関係が継続する以上は大幅な削減は現実的ではない。これに対して

経済開発費の比率を下げて社会保障予算の比率を高めることは，以下の理由により現在の

韓国にとり現実的な方針転換ではないか。かつて発展途上国であった韓国が 1960～1980 年

代にかけて社会保障予算を抑えて経済開発費に優先的に予算配分したことが経済成長に一

定の寄与をし，1990 年代には OECD に加盟するなど先進国になったたことは議論の余地

があるとはいえ否定しがたい。開発独裁といわれる政府の経済開発費による上からの経済

成長は，かつての発展途上の段階においては 10％をこえる高い経済成長率を実現するには

一定の役割を果たした。しかし低賃金をいかした経済成長を実現して賃金が上昇を始めて

成熟した先進国へ移行すると，政府による経済開発予算が高度成長期ほど効果を発揮しな

い。これは日本を含めアジア諸国が共通して直面する現実である。実際に，韓国では 1997

年アジア通貨危機以降の経済成長率は 5％をこえることはなく，経済開発費がかつての高度

成長期のような役割を果たしているとはいいがたい。韓国は「経済成長率と国際競争力の維
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持はあらゆる政策課題を凌駕する至上命題であった。」（李蓮花[2011]，p102）との基本的な

考え方のもとに予算が執行されてきたが，かつてのこの考え方を転換し，社会保障予算の比

率を高める成熟した先進国への道を歩む選択肢があるのではないか。 

 

３－４ 韓国における公的医療保険の財源と国民負担率 

韓国における経済成長を優先する財政から社会保障を優先する財政への転換について議

論を行ったが，予算における社会保障費の比率の引上げとともに，財政規模そのものを拡大

することなく社会保障予算を拡大することは容易でない。 

韓国は他の先進国と比較して財政規模そのものが小さい[表６－１２]。 

 

[表６－１２ 国民負担率と租税負担率の国際比較（対国民所得比）]     単位：％ 

 フランス ス ウ ェ

ーデン 

ドイツ イギリス 日本 韓国 アメリカ 

国民負担率 67.1 56.9 53.2 46.5 42.6 37.8 33.3 

租税負担率 40.5 51.8 31.1 36.1 25.4 26.2 25.1 

（出所）財務省ホームページ（2020 年 4 月 20 日最終アクセス） 

 

[表６－１２]によると韓国と日本の国民負担率はアメリカよりは高いが，フランス，イギ

リスなど西ヨーロッパ諸国と比較すると低水準にある。さらに韓国と日本は租税負担率が

低く，アメリカとほぼ同水準にあり，この低水準にある租税負担率を引上げることなしに公

的医療保険を含めた社会保障予算を増大させることは容易ではない。 

 租税負担率の引上げは増税を意味するが，以下では韓国の財政の現状をふまえてどのよ

うな増税の余地があるのかについて検証する。韓国の税目別税収構成比は 2017 年で，所得

税 28.3％，法人税 22.3％，付加価値税 25.3％とこの３つの税で税収の 75.9％を占める[表

６－１３]。 

 

[表６－１３ 税目別税収構成比（2017 年）]              単位：億ウオン 

 総国税 所得税 法人税 付加価値税 

実績 2653849 750657 591786 670870 

構成比 100％ 28.3% 22.3% 25.3％ 

（出所）企画財政部[2018]「徴税概要 2018」  

 

 このうちの所得税における勤労所得税率は累進課税になっており，多岐にわたる控除が

存在し，控除後の実質税率は税率より大幅に下がる。法人税は日本を含め多くの先進国が比

例税率であるのに対し，韓国は法人税も累進課税となっている。また付加価値税率は加工さ

れていない１次産品など１部に免税処置がとられているが，ヨーロッパのように幅広い生
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活必需品に適用される軽減税率は適用されておらず，税率はこの間 10%が続いてきた。韓

国において租税負担率を一定水準以上，引き上げるには所得税を軸としながら税収の

75.9％を占める所得税，法人税，付加価値税の３つの税すべての増税が避けられないと考え

られる。そこで以下では所得税の増税を軸にこの３つの税の引上げについて検証を行う。 

まず韓国の所得税について検証するにあたり韓国の所得税に関する実態について確認を

行う。韓国では 1974.12.24 全面改訂により現行の所得税体系に改編された。この時点では

16 段階超過累進税率で最高税率は 70％であったが，1994 年の全面改定でこの最高税率が

40％まで引下げられ，その後も段階的に引下げられてきた[表６－１４]。 

 

[表６－１４ 韓国における所得税率の変遷] 

区分 主要制度 

1974.12.24 全面改

訂（現行所得税体系

に改編） 

○総合課税 

 － 退職所得，譲渡所得，山林所得を除外した残りの所得は総合

課税（8～70％，16 段階超過累進税率） 

1994.12.22 全面改

訂（1996.1.1 施行） 

○最高税率引下げ（40％），税率区分単純化（４段階） 

2001.12.31 改訂 ○所得税率 10％引下げ（9～36％） 

○類型別包括主義導入（利子・配当所得に限る） 

2004.1.29 改訂 ○所得税率 1p 引下げ（8～35％） 

（出所）企画財政部「徴税概要 2016」p.46「わが国の所得税課税制度の変遷要約」をもと

に筆者が再構成 

 

 さらに韓国では所得控除をはじめとする国税の減免の規模が非常に大きい[表６－１５]。 

 

[表６－１５ 韓国における国税減免額の推移] 

 2010 年 2012 年 2014 年 2016 年 

国税減免額 30.0 33.4 34.3 37.4 

国税収入額 177.7 203.0 205.5 242.6 

国税減免率 14.4 14.1 14.3 13.4 

注：徴税支出予算書は「徴税特例制限法」および個別税法上の非課税・減免，所得控除，税

額控除などの徴税支援実績を３か年度にわたり作成した報告書である。 

（出所）「徴税支出報告書」，「徴税支出予算書」（企画財政部）の各年度をもとにカン ビョ

ング[2018]p.211 が作成した表を筆者が再構成 

 

 このような国税減免率の高さについてカン ビョングは「高所得者，高額資産家，大企業

に集中した徴税減免と脆弱な累進性も徴税負担率を下げる要因である」（カン ビョング
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[2018]p.211）と述べている。このように韓国の所得控除は多岐にわたり，カン ビョング

が述べているように所得控除の恩恵は高所得者に集中している。 

 さらに韓国では課税当局に捕捉されない地下経済の規模が大きい。カン ビョングによ

ると韓国の GDP 対比の地下経済の規模は 1991 年 29.1％を記録した後に 1997 年に 27.0％

に下落し，通貨危機の余波で 1998 年に 30.0％に増加したが 2015 年には 19.8％に下がっ

た。それでも同じ 2015 年に韓国は 19.8％であるのに対し，OECD 平均 17.5％，日本約 10％

と比較して高い（カン ビョング[2018]，p.209～210）。 

 このような韓国の所得税の実態は以下のことを示している。まず所得税の税率の引下げ

と高所得者に集中した所得控除は所得税による再分配機能を継続して低下させてきた。す

でに述べた歳出における社会保障の低水準と歳入における累進性の低下は二重に所得再分

配機能を弱める結果をもたらしてきたといえる。次に所得税の税率の引下げ，多岐にわたる

所得控除，地下経済が大きいことによる所得税捕捉率の低さは，所得税収の規模を低下させ，

元々小さい韓国財政の規模を増々小さくしてきた。以上の検証をふまえると，所得再分配機

能の再強化のためにも，税率の引上げ，所得控除の段階的廃止，所得捕捉率の向上による所

得税の増収による財政規模拡大の余地はあると思われる。 

 次に韓国では法人税もこの間，引下げられてきた。また法人税の徴税減免は大企業に集中

している（カン ビョング[2018]，p.211）ので，法人税増税の余地はあるのではないか。

ただし法人税増税は租税回避を引き起こすので，慎重に行う必要があると考えられる。 

 韓国の付加価値税はすでに述べたように，加工されていない１次産品など１部に免税処

置がとられているが，ヨーロッパのように幅広い生活必需品に適用される軽減税率は適用

されておらず，税率はこの間 10%が続いてきた。財政規模を大きくするためには付加価値

税の増収も図る必要があるが，次の二つは留意する必要がある。まず付加価値税を現在の

10％から引上げるにあたり，付加価値税が逆進性をもつことを考慮して，ヨーロッパのよう

に幅広い生活必需品に適用される軽減税率の適用を検討する余地がある。次に過去約 30年，

所得税と法人税率が引下げられたのに対して，付加価値税率 10％が維持されてきたことを

考慮すると，所得税と法人税の増税を行った後に付加価値税の増税を行うほうが国民の理

解をえやすいと考えられる。 

韓国では現在に至るまで財政において経済開発費と国防費が優先され，公的医療保険へ

の国庫支援を含めた社会保障は軽視されてきた。さらに 1990 年以降に行われてきた所得税

と法人税の減税は，小さな韓国の財政をさらに小さくして財政規模を小さくしてきた。これ

では公的医療保険に投入する国庫支援の規模が小さいのは当然である。本論文は韓国にお

いては公的医療保険の財源不足は発生してこなかったと述べてきたが，これ自体は事実で

ある。しかし財源不足が発生しないことと，財源問題が存在しないことは別問題である。韓

国ではむしろ小さな財政規模と社会保障予算の比率の低さが，公的医療保険への国庫支援

を小さくし，むしろこれが公的医療保険の低給付の要因の一つになってきた。 

 しかし 2017 年に成立した文在寅政権は健康保険保障性強化対策・文在寅ケアを打ち出し
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て約 60％の健康保険保障率を 2022 年までに 70％まで引き上げるとした。前述のように現

在は国民健康保険累積黒字を取り崩して増大する医療費を補填しているが，累積黒字を取

り崩していると必ず枯渇する。保険料の引上げに限界がある以上，今後は公的医療保険への

大幅な国庫支援は避けられない。財政における経済開発費と国防費の高さと社会保障の低

さおよび財政規模の小ささが問題であるなら，所得税を軸とする増税を行うことにより財

政規模を大きくし，経済開発費の比率を下げて社会保障費の比率を上げることにより，社会

保障費を増額することが求められているのではないか。 

 

第４節 韓国歴代政権の財政政策と韓国財政の課題 

４－１ 1997 年通貨危機以降の韓国経済の状況 

 第３節において韓国では財政規模が小さいうえに経済開発費と国防費の比率が高く，社

会保障の比率が低いために社会保障の規模が小さいので，公的医療保険に租税を入れるた

めには社会保障予算の拡大が必要であるとの認識を示した。この社会保障の充実は継続し

て韓国財政の課題であったが，1997 年アジア通貨危機の前後では問題の質が変化した。

1997 年アジア通貨危機以前は経済成長を優先して社会保障は抑えられてきたが，それ以降

は歴代政権が社会保障の充実を掲げながらそれが実現しない状態が継続してきたのである。

1997 年アジア通貨危機以前はまさに経済成長を優先して社会保障は抑えられてきた。しか

し 1998 年に発足した金大中政権は韓国史上初めて社会保障制度の基礎を整備し，これに続

く廬武鉉政権は経済成長と福祉の両立を韓国歴代政権で初めて掲げて社会保障の充実が期

待されたが，実際には廬武鉉政権以降の歴代政権は社会保障の充実を掲げながら実現でき

なかった。そこで第４節では 1998 年以降の韓国歴代政権が社会保障の充実を掲げながら実

際にはそれが実現できないで現在に至っている原因について検証を行う。これにあたりま

ず 1997 年アジア通貨危機以降の韓国の経済状況について日本においてあまり知られてお

らず，知られていても重要な誤解を含めて知られている現実をふまえ，1997 年以降の経済

状況を示す。 

[図６－２]は国内総生産対比家計消費比重であるが，1998 年から 2002 年の間に家計消費

は急速に回復している。しはしば 1997 年アジア通貨危機以降，韓国経済は V 字回復したと

いわれるが，これが通貨危機以降の韓国経済への誤解の要因である。 

1998 年から 2002 年の間の家計消費の急速な回復は，1990 年代のような賃金上昇による

ものではなく，金大中政権による消費者金融規制緩和による消費者金融の拡大と信用カー

ド規制緩和により簡単に信用カードを使えるようになったことに起因する消費の増加によ

るものであった。これについて川瀬光義は「このように，金大中政権の経済回復政策により，

国家破産は回復し，一定の経済回復はなしとげた。しかしそれは，住宅価格のバブル的高騰

を背景にした，家計負債の増大に拠るところが大きかったのである。さらに，非正規雇用の

増大や貧富格差の拡大と合わせて，韓国経済の不安定化をより深刻にさせたのである。」（川

瀬光義[2005]，p159）と適切に述べている。そしてこのような負債拡大によるバブルがはじ
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けて 2002 年～2004 年の消費の低迷を招いた⁽⁵⁾。つまり 1998 年から 2002 年の V 字回復

は「家計負債の増大に拠るところが大きかった」（川瀬光義[2005]，p159）にすぎず，1997

年アジア通貨危機以降の賃金の低下と雇用の縮小による総需要の落ち込みを根本的に解決

させるどころかかえって負債の増大によりこれを悪化させる要因になった。したがって

1997 年以降の総需要の家計所得の低迷と経済格差は現在に至るまで回復せず，家計消費は

減少の一途をたどってきた[図６－２]。 

 

[図６－２ 国内総生産対比家計消費比重] 

 

（出所）韓国銀行[2017]「国民勘定」 

 

 したがって政権別経済成長率において 1997 年通貨危機以降の歴代政権が 1990 年代の金

泳三政権を上回ったことは一度もない[表６－１６]。 

 

[表６－１６ 政権別経済成長率]                  単位：％，平均 

 金泳三政権 

1993 年～ 

金大中政権 

1998 年～ 

廬武鉉政権 

2003 年～ 

李明博政権 

2008 年～ 

朴槿恵政権 

2013 年～ 

経常成長率 １３．９   ７．４   ５．２   ５．５   ６．１ 

実質成長率  ７．４   ５．０   ４．３   ２．９   ３．７ 

（筆者注）原資料の「경상성장률」を「経常成長率」と直訳したが日本語では「名目成長率」

である。 

（出所）ファン ソンヒョン[2014], p.122。ファン ソンヒョン[2014]に掲載されていた国

家財政運営計画（韓国銀行[2013～2017]）の資料を筆者が再構成して翻訳 

 

つまり[表６－１]における第４期[1997 年～現在]において，韓国経済は V 字回復など一

度もしておらず，1997 年アジア通貨危機を契機とした労働者の大量解雇，非正規雇用の増

大，賃金下落による総所得の減少などによる経済格差の拡大といった課題を解決しないま
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ま現在に至っている。 

４－２ 1997 年通貨危機以降の韓国歴代政権の経済政策 

以上の認識をふまえて 1997 年アジア通貨危機以降の歴代政権が社会保障の充実をかか

げながらそれが実現できなかった理由を検証し，それを通じて今後，公的医療保険に租税を

財源とする国庫支援を入れるための社会保障予算を如何に確保するかについて考察を行う。 

（１）金大中政権の財政政策 

 1997 年にタイでおこった通貨危機が韓国に波及し，韓国政府は同年 12 月に IMF などか

ら総額 580 億ドルの金融支援を受けることに合意した。IMF は高金利を軸としたマクロ政

策などの金融政策，労働市場の柔軟性確保を求める労働政策を要求した。大統領に当選した

1997 年 12 月から実質的に経済政策の主導権を握った金大中大統領は IMF が要求した「減

税および小さな政府」を無視することができなかった。通貨危機による経済悪化の中で「金

大中政府は財政需要が爆発的に増加する中で逆に財政を縮小するジレンマを解決しなけれ

ばならなかった。」（チョン ソンホ[2018]，p111）。さらに IMF の要求をうけて金大中政権

下で行われた構造調整により労働者の大量解雇，非正規雇用の増大，賃金引下げが進み，こ

れらが今日に至る格差社会が形成される契機となった。さらに金大中政権が行った公企業

の民営化の対象企業は 108 に及び，浦項製鉄は完全に民営化されて POSCO になり，韓国

電気通信公社は段階的に民営化されて Korea Telecom になった。これは IMF の要求した

「小さな政府」への転換であったが，民営化の過程で大量の労働者が解雇され，民営化され

た企業では労働者の非正規化が進んだ。しかし 1990 年代末から 2000 年代にかけて雇用の

創出・拡大をはかる雇用保障政策を推進し，他方では，社会保険や公的扶助などの社会保障

制度を整備することによって，金大中政権は韓国の社会保障制度の基礎を構築した。しかし

整備された社会保障の水準は低いままにとどまった⁽⁶⁾。 

 金大中政権の財政政策を以下のように評価する。金大中政権は IMF の要求を拒めないと

いう制約の中で，雇用保障政策を推進し，社会保険や公的扶助などの社会保障制度を整備し，

金大中政権の時に「韓国社会が福祉国家の道へはいった」（金成垣[2016]，p152）ことは高

く評価されるべきである。その一方，金大中政権は労働市場の柔軟化，公営企業の民営化な

どを積極的に進め，両極化といわれる経済格差の深刻な社会が形成される原因をつくった。

IMF の要求があったとはいえ，金大中政権の構造改革の進め方が漸進的であったなら，今

日ほどの経済格差の深刻さは回避できた余地があったことは否めない。 

（２）廬武鉉政権の財政政策 

 2003 年に発足した廬武鉉政権は「参与福祉」をかかげた⁽⁷⁾。2003 年の保健福祉白書に

よれば，参与福祉は全国民を対象に国家が責任をもち，最低水準の福祉サービスを提供し，

福祉政策の樹立，執行，評価過程に国民が実質的に参加するもので，「福祉の普遍性」，「国

家責任」，「国民の参加」を柱としたものであった（大西裕[2014]，p98）。さらに廬武鉉政権

は 2006 年には「社会ビジョン 2030 先進福祉国家のためのビジョンと戦略」（大統領諮

問政策企画委員会[2006]，以下「ビジョン 2030」と略）を発表した。この「ビジョン 2030」
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では，「参与政府は社会統合と持続成長を同時に追求する同伴成長戦略を提示し，両極化解

消と新しい成長動力確保のための多角的な努力に傾注（同 p51）」との認識が示されている

[資料６－１]。 

  

[資料６－１ 廬武鉉政権が発表した「社会ビジョン 2030」の抜粋] 

Ⅱ 私たちの社会が直面した兆戦 

高度成長を支えた韓国の伝統的開発経済モデルは 1997 年末外換金融危機により触発さ

れた経済危機を経て，事実上効力を焼失した（p24） 

Ⅲ 私たちの社会がむかう方向 

参与政府は社会統合と持続成長を同時に追求する同伴成長戦略を提示し，両極化解消と

新しい成長動力確保のための多角的な努力に傾注（p51） 

（出所）「社会ビジョン 2030 先進福祉国家のためのビジョンと戦略」（大統領諮問政策

企画委員会[2006]）の一部を筆者が翻訳 

 

「これは過去の政府が追求した『成長と福祉の二分法的パラダイムの限界』を認識して，『福

祉なき成長はこれ以上不可能である。』という同伴成長の観点を基調としたものであった。」

（チョン ソンホ[2018]，p117）。この「ビジョン 2030」は韓国において 1960 年代以降の

歴代政権の経済成長のみを最優先する経済政策を転換し，経済成長と社会保障を同時に進

めることを初めて掲げた意味で画期的であった。しかし実際には廬武鉉政権は社会保障を

十分に充実させることはできなかった。 

廬武鉉政権の財政政策を以下のように評価する。廬武鉉政権は社会保障の拡大をかかげ

て登場したが，実際には社会保障を十分に充実させることはできなかった。この理由につい

て韓国の研究者は廬武鉉政権が実際は新自由主義を追求した政権であったからと指摘して

いる。また大西裕はこれを「『委縮した』社会民主主義」と表現し，その要因として独自の

分析を基礎に「福祉政策決定過程であるのに，福祉団体が登場せず，市民団体ばかりが目立

つ」，「福祉団体を始めとする全国的中核関心団体と中核的関心団体は，政府の市場介入に否

定的で，福祉の拡大を好ましいとは思っていない。」（大西裕[2014]，p136）と述べている  

⁽⁸⁾。本論文はこれらの指摘に同意するが，これらの要因に加えて廬武鉉政権が政権初期の

参与福祉においても，2006 年の「ビジョン 2030」においても，財源を示さなかった点を指

摘する。大西裕によると廬武鉉大統領は福祉の要求が現場から上がってくるメカニズムを

つくり，下から具体的な福祉拡大の提案がなされるのを待っていた（大西裕[2014]，p137）。

つまり廬武鉉大統領は自ら予算を確保して社会保障の拡大に努めたのではなく，官僚が福

祉拡大の提案をもってくるのを待ったのである。これでは大幅な社会保障の充実が図れる

はずがない。また「ビジョン 2030」報告書は 1100 兆ウオンの財源を工面する方法を提示

しておらず「空虚な青写真」という批判を受けた（チョン ソンホ[2018]，p116）。廬武鉉

政権の参与福祉と「ビジョン 2030」は最初から財源が示されなかった。実行に移す前に，
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すでに破綻していたのである。 

（３）李明博政権の財政政策 

 李明博大統領は「7%代の経済成長，10 年後の国民所得 4 万ドル，世界 7 位の強国」をめ

ざす 747 公約を掲げて登場した。この李明博政権の財政政策の核心は減税，民営化，規制

緩和と公共事業の拡大で，「大きな市場，小さな政府」（企画財政部[2008]）がかかげられた。

李明博政権は，「小さく効率的な実用政府具現」，「減税と根本的税制改編により国民負担を

最小化」，「減税推進を通して徴税負担率を 2012 年までに 20％代まで引き下げ，経済運営

基調を『低負担→高投資→高成長』に転換する」（企画財政部[2008]，p48）ことをかかげた。

このために「所得税率を 2％p 引き下げ（8～35％→6～33％），中産・庶民層の税負担を緩

和する。」（同 p 49）とともに，「法人税を現行 25％から 20％に引き下げ，企業の投資意欲

を鼓舞する。」（同 p 49）とした[資料６－２]。 

  

[資料６－２ 李明博政権による「2008～2012 国家財政運営計画」における減税政策] 

４．小さく効率的な実用政府具現 

１．減税と根本的税制改編により国民負担を最小化 

 減税推進を通して徴税負担率を 2012 年までに 20％代まで引き下げ，経済運営基調を

「低負担→高投資→高成長」に転換する 

   ※ 徴税負担率：（‘08）22.2％→（‘12）20％代 

 所得税率を 2％p 引き下げ（8～35％→6～33％），中産・庶民層の税負担を緩和する。 

 法人税を現行 25％から 20％に引き下げ，企業の投資意欲を鼓舞する。 

（出所）企画財政部「2008～2012 国家財政運営計画」pp.48－49 より筆者が抜粋 

 

[表６－１７ 韓国における勤労所得税率の変化]           単位：ウオン，％ 

課税標準 2008 年 2010 年 2016 年 2017 年 2018 年 

1 千 2 百万以下 8% 6% 6% 6% 6% 

1 千 2 百万超過～4 千 6 百万以下 17% 15% 15% 15% 15% 

4 千 6 百万超過～8 千 8 百万以下 26% 24% 24% 24% 24% 

8 千 8 百万超過～1 億 5 千万以下  

35% 

 

33% 

35% 35% 35% 

1 億 5 千万超過～3 億以下  

38% 

38% 38% 

3 億超過～5 億以下 40% 

5 億超過 40% 42% 

（出所）企画財政部「2010 年徴税概要」，「2016 年徴税概要」，「2017 年徴税概要」，「2018

年徴税概要」をもとに筆者作成 

 

李明博政権は減税により企業の投資と雇用が増大するという論理に立脚し，所得税，法人

税，総合不動産税，財産税など，付加価値税を除いた税目全体を引下げた。所得税は累進課
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税のすべての課税標準において行われ，李明博政権により減税が行われた後の 2010 年の所

得税率は「下から 6・15・24・33％」と韓国の所得税率史上最低になった [表６－１８]。 

 

[表６－１８ 韓国における所得税率の主要な変化] 

2001.12．31 改定 所得税率 10%引下げ（9~36%） 

2004.1．29 改定 所得税率 1%p 引下げ（8~35%） 

2008.12．26 改定 総合所得税率調整[8.17．26.35%→（09 年）6・16・25・35％）→

（10 年）6・15・24・33％] 

2009.12．31 改定 総合所得税最高税率引下げ留保[（10～11 年）35％→（12 年）33％] 

2012.1．1 改定 所得税最高税率適用課税標準区間新設（3 億ウオン超過 38％） 

2017.12．19 改定 所得税最高税率適用課税標準区間調整（5 億ウオン超過 42％） 

注：この表は企画財政部「2018 年徴税概要」pp.44－45 の内容のうち，筆者が本論文の理 

解に必要と考えた部分を抜粋して翻訳したものである。 

（出所）企画財政部「2018 年徴税概要」pp.44－45「わが国の所得税課税制度の変遷要約」

をもとに筆者作成 

 

さらに李明博政権はこれと並行して漢江，洛東江，錦江，栄山江といった４大河川にダム，

堤防を整備するなどの公共事業の拡大を行った。 

李明博政権の財政政策を以下のように評価する。李明博政権は減税により企業の投資と

雇用が増大するという論理に立脚し，特に所得税，法人税の大幅減税を行いつつ，大規模な

公共事業の実施を行った。この結果，「所得税＋法人税/GDP」は平均マイナス 0.4％と 1997

年以降，最も低下し，国民負担率は 1997 年以降で唯一低下し，そもそも「小さな政府」で

あった韓国の財政規模は増々小さくなった（ファン ソンヒョン[2014]，p128～137）。公

共事業は韓国の土建企業への利益誘導であり，所得税減税は富裕層への，法人税減税は大企

業への利益誘導で，李明博政権は自らの支持層が望む経済政策を典型的に行ったのである。

しかし 2008 年にリーマンショックがあったとはいえ，李明博政権が行った減税と公共事業

の拡大の効果が限定的であったのは，この時期の実質経済成長率が 2.9％と 1997 年以降で

最低であったことからも確認できる。 

（４）朴槿恵政権の財政政策 

 2012 年 12 月の大統領選挙において，おおよそすべての候補者が経済民主化と福祉拡大

を公約する中で，生涯周期別福祉政策をかかげた朴槿恵が当選した。しかし朴槿恵は大統領

就任後，「財政健全性の強化」を打ち出し，税目新設や税率引上げなど増税は最大限行わず

に，非課税減免・縮小および地下経済養成を通して財源を拡充すると発表した。さらに 2013

年 5 月には歴代政権で初めて財政計画を家計簿形態で表現した公約家計簿を発表した。こ

の公約家計簿によると，2013～2017 年の支出所要と財源対策は共に合計 134.8 兆ウオン

で，財源対策のうち収入拡大 50.7 兆ウオンは非課税・減免整備(18.0 兆ウオン)，地下経済
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活性化(27.2 兆ウオン)，金融所得課税強化(2.9 兆ウオン)，歳出節減 84.1 兆ウオンとなっ

ている[資料６－３]（企画財政部[2013]）。 

 

[資料６－３ 朴槿恵政府の公約家計簿（2013 年～2017 年合計）]    単位：兆ウオン 

支出所要 財源対策 

◇ 合計 134.8 ◇ 合計 134.8 

① 経済復興 33.9 ① 収入拡大 50.7 

② 国民幸福 79.3  － 非課税・減免整備 (18.0) 

③ 文化育成 6.7  － 地下経済養成化 (27.2) 

④ 平和統一基盤構築等 17.6  － 金融所得課税強化 (2.9) 

  ② 税出節減 84.1 

   － 義務支出調整 (3.0) 

   － 裁量支出調整 (34.8) 

   － 国政課題再投資 (34.8) 

（出所）企画財政部[2013]，翻訳は筆者 

 

この朴槿恵政権が発表した公約家計簿は「増税なき福祉」と称され，当初から実現可能性

が低いものとであると批判された。「持続的な税収不足の事態が根本的には前政権により推

進された減税政策の維持に起因するにもかかわらず，朴槿恵政府は福祉支出の急増が問題

で，財政健全性の悪化を防ぐためには支出増加抑制が必要であると主張した。」（チョン セ

ウン[2018]，p62）。また朴槿恵政権の時期には「福祉支出/総支出」は李明博政権と比較し

て増加したが，公約した内容よりはるかに後退した形態で実現し，公約以外の福祉には縮小

したものもあった（イ サンイ[2014]，p90）。 

朴槿恵政権の財政政策を以下のように評価する。朴槿恵政権の公約家計簿では歳入拡大

よりも歳出節減の規模が大きく，歳出節減には限界があることを考慮するとこの家計簿の

予算規模はきわめて小さい。さらに収入拡大のうち非課税・減免整備(18.0 兆ウオン)，金融

所得課税強化(2.9 兆ウオン)と増税の規模が非常に小さい。それゆえ「増税なき福祉」と称

されたこの公約家計簿は当初から実現可能性が低いもので，実際に朴槿恵が公約した内容

よりはるかに後退した形態で実現し，公約以外の福祉には縮小したものもあったことは必

然的な結果であるといえる。 

 

４－３ 1997 年通貨危機以降の韓国歴代政権の財政政策に関する考察 

 これまで行ってきた韓国経済の状況とこれに対する歴代政権の財政政策の検証をふまえ，

1997 年アジア通貨危機の韓国の歴代政権の財政政策について考察を行う。これにあたりフ

ァン ソンヒョン[2014]が整理した優れた資料を用いて歴代政権の財政政策の特徴を分析

し，これをふまえて本論文独自の考察を行う。 
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 ファン ソンヒョンは韓国政府の諸統計を用い，1990 年代以降の韓国財政について整理

した資料を提示しており，本論文は韓国財政について考察するにあたり，これを活用する。

ファン ソンヒョン[2014]では多岐にわたる資料を掲載しているが，このうち本論文の議論

に必要と思われる部分を再構成したのが[表６－１９]である。 

 

[表６－１９ 所得税，法人税，付加価値税の比重の政権別増減率] 

 金大中政府 廬武鉉政府 李明博政府 朴槿恵政府 

<所得税/GDP> 

前政権末(％)→現政権末(％) 2.9→2.7 2.7→4.0 4.0→3.6 3.6→3.8 

増減幅（％p） －0.2 1.3 －0.4 0.2 

<法人税/GDP> 

前政権末(％)→現政権末(％) 1.9→2.7 2.7→3.6 3.6→3.6 3.6→3.3 

増減幅（％p） 0.8 0.9 0.0 －0.3 

<付加価値税/GDP> 

前政権末(％)→現政権末(％) 3.9→4.4 4.4→4.2 4.2→4.4 4.4→4.3 

増減幅（％p） 0.5 －0.2 0.2 －0.1 

<３大税制/GDP> 

前政権末(％)→現政権末(％) 8.7→9.7 9.7→11.8 11.8→11.6 11.6→11.4 

増減幅（％p） 1.0 2.1 －0.2 －0.2 

<所得税＋法人税/GDP> 

前政権末(％)→現政権末(％) 4.8→5.3 5.3→7.6 7.6→7.2 7.2→7.1 

増減幅（％p） 0.5 2.3 －0.4 －0.1 

<国民負担率> 

前政権末(％)→現政権末(％) 20.3→23.2 23.2→26.5 26.5→26.4 26.4→27.5 

増減幅（％p） 2.9 3.3 －0.1 1.1 

<福祉支出/総支出> 

前政権末(％)→現政権末(％)   － 22.4→25.9 25.9→28.5 28.5→31.8 

増減幅（％p）   － 3.5 2.6 3.3 

注：ファン ソンヒョン[2014]の資料を筆者が翻訳するにあたり，「国民の政府」を金大中政

府，「参与政府」を廬武鉉政府と訳した。 

（出所）ファン ソンヒョン[2014]，p.130 に掲載された資料を筆者が再構成して翻訳 

 

 [表６－１９]より以下の内容が読み取れる。 

 第一に，金大中政権と廬武鉉政権といった進歩派政権は同質的な財政政策の基調をもち，

李明博政権と朴槿恵政権といった保守派政権の財政政策は類似性が高い（ファン ソンヒ

ョン[2014]，p147～148）。金大中と廬武鉉は共に社会保障を拡大しようと努力したが，金
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大中は IMF の緊縮財政要求の制限をうけて社会保障の拡大ができず，廬武鉉は財源を提示

しないうえに与野党対立の中で社会保障を大幅拡大できなかった。それでも両進歩派政権

の国民負担率や福祉支出/総支出は，2009 年以降の保守派政権と比較すると高く，相対的に

両進歩派政権期に社会保障が拡大の傾向をみせ，韓国政府が大きくなったことが[表６－１

９]より読み取れる。これに対して李明博，朴槿恵政権は進歩派政権と比較すると福祉支出/

総支出は低いが，それでもその数字がプラスであるのは高齢化などをうけた自然増加分で

あると考えられる。さらに李明博政権が行った減税や規制緩和の多くが朴槿恵政権におい

ても継続されたために，保守両政権下において累進税率である所得税減税により高所得層

が，法人税減税により大企業がそれぞれ恩恵を受け，逆進的な付加価値税 10％が維持され

たことと福祉の拡大がおさえられたことが[表６－１８]より読み取れ，必然的にこれが経済

格差をいっそう深刻化させる結果を生んだ。 

1997 年アジア通貨危機以降，歴代政権がとってきた財政政策とその成果と限界を要約し

たのが，[表６－２０]である。 

 

[表６－２０ 1997 年以降の歴代政権の主要な財政政策，成果と限界] 

政権 主要な財政政策 成果と限界 

金大中 

1998 年～ 

IMF の要求を受けた緊縮財政，社会

保障制度の整備，公企業の民営化 

韓国が福祉国家になる基礎整備，民

営化は失業者，非正規の増大まねく 

廬武鉉 

2003 年～ 

「成長と福祉の同伴成長」を掲げる

が財源を提示せず 

与野党の対立と財源未提示のために

社会保障公約は小幅な拡大 

李明博 

2008 年～ 

所得税，法人税を中心に減税，４大河

川などの公共事業拡大 

減税は富裕層と大企業に恩恵，減税

と公共事業は国債発行の増大まねく 

朴槿恵 

2013 年～ 

李明博の減税を維持しつつ増税なき

福祉を掲げる 

公約どうりの福祉の拡大は実現でき

なかった，税収欠損が発生 

（出所）筆者作成 

 

 以上の検証をふまえて，韓国において公的医療保険の財源を確保するための社会保障予

算の確保のための課題について考察を行う。まず金大中政権の時に，「韓国社会が福祉国家

の道へはいった」（金成垣[2016]p.152）と金成垣が評価しているように金大中政権の時に韓

国における社会保障制度の基礎が築かれたことは重要である。しかし通貨危機の直後に予

算制約がある中で，基礎を築いた社会保障の予算を大幅に増額することは容易ではなかっ

た。また李明博政権は所得税と法人税を軸とする減税による経済成長を最初から方針とし

て公約に掲げたので，1998 年以降で唯一社会保障の拡大を掲げなかった政権である。そこ

で問題は 1997 年以降の歴代政権で廬武鉉政権と朴槿恵政権が共に社会保障の拡大を公約

に掲げたが，なぜ両政権が結果として社会保障の大幅な拡大はできなかったかである。特に

廬武鉉政権は金大中政権に続く進歩派の政権で大統領選挙時の公約において社会保障の拡
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大をかかげ，2006 年に発表した「ビジョン 2030」においても「経済成長と社会保障の拡

大を同時に進める同伴戦略を掲げた。廬武鉉政権が社会保障を拡大できなかった理由につ

いて韓国の研究者は廬武鉉政権が実際は新自由主義を追求した政権であったからと指摘し, 

大西裕はこれを「『委縮した』社会民主主義」と表現し，その要因として独自の分析を行っ

たが，より根本的に廬武鉉政権はそもそも社会保障を拡大するための財源を示さなかった。

廬武鉉政権が発表した「ビジョン 2030」報告書は 1100 兆ウオンの財源を工面する方法を

提示しておらず「空虚な青写真」という批判を受けた（チョン ソンホ[2018]，p116）。「ビ

ジョン 2030」は発表段階で社会保障拡大のための財源を示さなかった。それでも廬武鉉政

権の 5 年間の「福祉支出/総支出」は，「前政権末(％)→現政権末(％)」で「22.4→25.9」％と

3.5％上昇し（ファン ソンヒョン[2014]），李明博政権や朴槿恵政権よりは高いが，これで

は社会保障の水準を大幅に引上げるには不十分である。また朴槿恵政権は社会福祉の拡大

を大統領選挙の主要な公約にかかげ，当選後には「公約家計簿」を発表したが[資料６－４]，

「増税なき福祉」と称されたこの公約家計簿は当初から実現可能性が低いものとであると

批判された。実際に朴槿恵政権期の社会保障は，公約した内容よりはるかに後退した形態で

実現し，公約以外の福祉には縮小したものもあった（イ サンイ[2014]）。このように廬武

鉉政権と朴槿恵政権はともに，社会保障の拡大を公約にかかげて大統領に当選しながら，財

源を確保しないまま，結果として社会保障の拡大を行わなかったことにおいて共通してい

る。さらに 2017 年に発足した文在寅政権は任期が終わっていないために，本論文は文在寅

政権の財政政策の本格的な検証は避けたが，社会保障の充実を公約にしながら，現在まで公

的医療保険の拡充を除外して文在寅政権が社会保障の大幅な拡大を行わないできたことは

廬武鉉政権と同様である。 

 このように 1997 年以降の韓国歴代政権が，李明博政権を除いて，社会保障の充実を大統

領選挙の主要な公約に掲げながらそれを実行できないできたのは，財源を示さないで社会

保障の充実だけを掲げてきたからで，その最も基本的な要因は増税を公約，実行できないか

らである。増税により国家財政の規模を大きくすることなしに，社会保障の大幅な拡大はで

きない。そして増税を公約，実行できない最も基本的な要因は韓国国民の増税への拒否感で

ある。歴代政権が社会保障の拡大をかかげながら選挙公約で増税をほとんどかかげてこな

かったのには，韓国国民の強い増税への拒否感がある。韓国では建国以来 1980 年代まで軍

事独裁政権が続いて政府の汚職，腐敗が続いたため政府に対する信頼が低い。 

諸富徹は近代国家における「租税」の本質について，イギリス「権利宣言」（1689 年）な

どにより「租税協賛権」が確立したと述べた後，次のように記述している。「ここに，租税

を国家権力による『苛斂誅求』とみる納税倫理から，市民がその必要性を自覚して租税を負

担する自主的納税倫理への転換が生じた」（諸富徹[2016]，p172）。欧米諸国は市民革命など

の生みの苦しみを経て，「自主的納税倫理への転換」を実現してきた。 

韓国においては，建国以来，軍事独裁政権が続く中で，まさに「租税を国家権力による『苛

斂誅求』とみる納税倫理」が国民の間に根づいてきた。そして[表６－１]における 1960 年
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代～1987 年の開発独裁期に「経済成長率と国際競争力の維持はあらゆる政策課題を凌駕す

る至上命題であった。」（李蓮花[2011]，p102）中で低賃金による輸出主導型による急速な経

済成長を成し遂げたが，予算は国防費や経済開発費に優先的にあてられて，社会保障水準は

低く，租税が自分たちの福祉のために有効に使われるという意識が芽生えてこなかったた

めに，租税賦課は低いにこしたことがないという納税倫理が定着しきってきた。このような

歴史を通して「租税を国家権力による『苛斂誅求』とみる納税倫理」が定着してきた中で，

社会保障の充実のための増税を公約に掲げることは与野党の対立が激しい大統領選挙や国

会議員選挙において，とてもできなかったと考えられる。 

 本論文は公的医療保険の財源の問題から韓国の社会保障について考察してきたが，この

「租税を国家権力による『苛斂誅求』とみる納税倫理から，市民がその必要性を自覚して租

税を負担する自主的納税倫理への転換」（諸富徹[2016]，p172）が，公的医療保険の財源の

みならず韓国の今後を左右する課題であると考える。社会保障の財源に公債発行が望まし

くないことはいうまでもなく，公債発行に頼らずに租税負担率を上げるなら増税を行うし

かない。以上行ってきた 1997 年以降の歴代政権の財政政策の検証により，大統領候補が社

会保障の拡大を公約に掲げて国民がそれを支持し，政治家と国民の双方が社会保障の拡大

の必要性を自覚しながら，そのために必要な増税とむきあうことを避けてきた実態を確認

することができる。 

 

第５節 小括 

 第６章の結論は以下のとおりである。 

 韓国では医療費の増大を抑制するために公的医療保険の給付水準を引上げない「低負担，

低給付」状態が継続してきたために現在に至るまで財源不足が生じてこなかった。韓国で公

的医療保険が始まった 1977 年から 1990 年代末まで「低負担，低給付」状態が継続した理

由は，①発展途上国の状態から工業化を急いで進めるにあたっての経済成長のための経済

開発費，②北朝鮮と対峙する分断国家として国防費に予算が優先的に使われたために公的

医療保険を含めた社会保障のための予算はきわめて制限された，③短期間に公的医療保険

の加入者を拡大することを優先するために，給付水準の充実が後回しにされたためであっ

た。これに対して 1990 年代末から現在まで「低負担，低給付」状態が継続した理由は，①

1998 年以降は新自由主義を基本とする政権が続いて民間医療保険の活用を図るために公的

医療保険の水準を抑えたことと，②大統領や国会議員など政治家が増税を公約として掲げ

ることができなかったために公的医療保険を含めた社会保障のための予算はきわめて制限

されたためであった。 

 しかし 2017 年に成立した文在寅政権は健康保険保障性強化対策，文在寅ケアを打ち出し

てかつての「低給付」から公的医療保険の給付水準を引上げる画期的な政策を実行に移して

いる。おりしも韓国では医療技術の進歩に加えて高齢化が急速に進んで医療費は増大の一

途をたどっている。文在寅ケアによる公的医療保険の給付水準の向上による支出の増大と
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医療技術の進歩と高齢化による医療費の増大により今後，韓国は深刻な医療費の財源不足

に陥ることが予想される。 

 この深刻な医療費の財源不足に対して保険料の引上げはすでに漸進的に行われているが，

公的医療保険への国庫支援は避けられない。公的医療保険への租税の投入を含めた社会保

障予算の拡大のためには，増税を行うことにより租税負担率を引上げつつ，予算における経

済開発費の比率を下げて社会保障費の比率を引上げることが求められる。 

 しかし韓国においては，建国以来，軍事独裁政権が続く中で，まさに「租税を国家権力に

よる『苛斂誅求』とみる納税倫理」が国民の間に根づいてきたために増税への拒否感が強い。 

文在寅ケアによる公的医療保険の充実と高齢化にともない今後，韓国において公的医療保

険の財源が不足することは必至である。保険料の引上げはすでに毎年 3.3％行われているが，

今後大幅な引上げを行うことは容易でない。今後の医療費の増大に対応するためには保険

料の引上げに加えて，租税の大幅な投入が避けられない。文在寅ケアにより引上げられてい

る公的医療保険の「高給付」に見合った「高負担」を確保するためには，「租税を国家権力

による『苛斂誅求』とみる納税倫理から，市民がその必要性を自覚して租税を負担する自主

的納税倫理への転換」（諸富徹[2016]，p172）が必要である。 

 

[注] 

（１）[表６－１]の韓国経済史の時代区分は本論文の考察にあたり有効であると考えて，筆

者が作成した時期区分を掲載したものである。本論文はこのような時代区分が常に有

効であると主張するものではない。 

（２）「両極化（양극화）」は，韓国においてアジア通貨危機以降の貧富の格差を表す言葉と

して頻繁に使われている。日本語では「経済格差」と一般的に言われる現象であるが，

韓国における経済格差問題の深刻さを切実に表現している言葉である。 

（３）韓国において 1977 年に公的医療保険を始められて以来，医療給付が低いままでおさ

えられてきた理由に関する記述は，李蓮花[2011]を参考にした。 

（４）韓国が北朝鮮と対立する分断国家として，北朝鮮と対峙するための軍事費が予算にお

いて高い比率を占めることを余儀なくされたことが，公的医療保険への国庫支援を妨

げる要因として作用したことに関連する記述は，キム ヨンミョン[1993]を参考にし

た。 

（５）金大中政権下の住宅政策と住宅市場の変貌についての詳細は，川瀬光義[2004]を参照。 

（６）金大中，廬武鉉，李明博政権期の福祉改革については，金成垣[2010]を参照。 

（７）廬武鉉政権の参与福祉についての詳細は大西裕（[2014]，pp.98－109）を参照。 

（８）廬武鉉政権が社会保障の拡大ができなかった具体的な状況およびその理由に関する

大西裕の分析についての詳細は大西裕（[2014]，pp.109－137）を参照。 
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第７章 医療財源と医療における公共性 

 

第１節 問題提起と先行研究の検討 

 第７章では韓国と日本における医療財源をめぐる実態について比較を行ったうえで，医

療財源と医療における公共性について考察を行う。 

公的医療保険の財源問題は本論文の主題である医療における公共性にとり以下の二つの

意味で重要な意味をもつ。第一に，財源の確保は公的医療保険を安定的かつ健全に維持する

ために不可欠である。本論文は第２章から第４章において医療財源は市場原理ではなく政

府が公共性を基礎とした公的医療保険を充実させることにより確保されるべきであるとの

議論を行ったが，公的医療保険の財源が確保できなければ公的医療保険を安定的に継続で

きない。特に韓国と日本は共に医療技術の進歩に加えて，高齢化が進展する中で医療費が増

大を続けており，他の社会保険を主要な財源とする先進国と同様に公的医療保険の継続的

な充実にとり，医療費の財源確保は最重要の課題の一つである。第二に，医療財源の確保の

手段そのものが公的医療保険の公共性において重要な意味をもつ。公的医療保険の財源は

保険料，租税，自己負担の３つしかなく，韓国と日本は保険料が財源の軸になっているが租

税も投入され，自己負担もある。これらの財源を今後如何なる方針で如何なる比率で組合わ

せていくのかが，公的医療保険の性格を決める重要な要素の一つになる。 

日本では 1980 年代から公的医療保険の財源不足と厚生労働省による医療費削減政策が

行われる中で，公的医療保険の財源について多岐にわたる研究が行われてきた。これらの先

行研究には優れたものも多いが，従来の先行研究の多くは公的医療保険の枠内における医

療費の抑制と保険料の引上げについて検討を行い，現実の政策においてもこの傾向が強か

った。そのような中で持田信樹は税と社会保険料負担を別々に計算して区別するのではな

く，両者を一体にして負担構造を議論しなくてはならない（持田信樹[2019]，p.184）と述

べている。この持田信樹[2019]の主張に本論文は同意し，公的医療保険の財源について考察

するにあたり，租税と保険料を一体にして議論を行う。したがって本論文は公的医療保険の

財源について検証するのに必要な範囲で韓国と日本の財政を検証の対象とする。また梅原

英治[2013]は医療保険を含めた社会保障の財源について，1990 年代以降の労働市場の変化

を含めた本質的な議論を行っており，本論文ではこの研究をふまえて，日本においてこれま

で議論が不足していた労働市場の変化に注目して公的医療保険の財源について考察する。

さらに広井良典[1999]は公的医療保険の財源における保険料と租税の配分について論理的

な考察を行っている。本論文は広井良典[1999]の考え方を基礎にしながら，広井良典[1999]

が提示した保険料と租税の配分を現実化するにあたっての諸課題について考察を行う。 

本論文はこれらの先行研究を十分にふまえるが，韓国と日本の両国の公的医療保険の財

源問題の実態をふまえたうえでの比較研究は皆無である。第７章では第６章における韓国

における公的医療保険の財源問題に関する検証と日本の実態をふまえて，公的医療保険の

財源と医療における公共性について考察を行う。 
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第２節ではまず日本の医療財源について検証を行うが，日本の状況についてすでに日本

で知られている実態は韓国と比較するために必要な最低限にとどめ，これをふまえて第３

節で韓国との比較を行う。そして韓国と日本の差異と共通点に関する検証をふまえて，第４

節以下で今後の医療財源の確保の方法と医療における公共性について考察を行う。 

 

第２節 日本における公的医療保険の財源 

２－１ 日本における公的医療保険財政の現状 

 日本における国民医療費はこの間，急速に上昇してきた。1985 年に約 16 兆円であった

国民医療費が 2017 年には約 43 兆 1 千億円まで上昇し，約 20 年間で約 2.5 倍に増加して

きた[図７－１]。 

 

[図７－１ 日本における医療費の動向] 

 

 

（出所）厚生労働省社会保障審議会[2019]『医療保険制度をめぐる状況』第 119 回社会保

障審議会医療保険部会（令和元年 9 月 27 日）資料 2 

 

 さらに[図７－１]より後期高齢者医療費の国民医療費に占める割合が 1985 年には 25.4％

であったのに 2017 年には 37.2％まで上昇し，国民医療費に占める高齢者の比率の上昇が

国民医療費を引上げる要因の一つになってきたことがうかがえる。 

日本の主要な保険財政の概況は以下のとおりである⁽¹⁾。協会けんぽは 2007 年から 3 年

連続赤字化した。そこで 2010 年度から財政特例処置により，協会けんぽへの国庫補助が

13.0％から16.4％に引き上げられたことで黒字化した。2013年度決算では1.2兆円（14.0％）

の国庫補助がはいっている。健保組合は全体の 8 割が単年度赤字に上っており，全体では

4573 億円の経常赤字になっている。市町村国保には国庫支出金が 3.3 兆円はいっており，
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市町村国保全体では単年度収入は黒字であるが，半数以上の 905 が赤字保険者となってい

る。現在の日本の公的医療保険の財源構成の全体像をわかりやすく示したのが[図７－２]で

ある。 

 

[図７－２ 日本の医療保険の財源構成（医療給付費・令和元年度予算ベース）] 

 

 

（出所）厚生労働省ホームページ「我が国の医療保険のしくみ」（2020 年 6 月 15 日最終ア

クセス） 

 

国民医療費の急上昇にもかかわらず，多岐にわたる深刻な問題をかかえながらも，かろう

じて国民皆保険制度が維持され，患者負担の比率が 11％から 15％の水準を維持してきたこ

とは高く評価してよい。このように日本における公的医療保険について肯定的な評価がで

きる反面，この公的医療保険を支える医療財源については，問題が多岐にわたり，多くの研

究が積み重ねられてきた。以下ではこれらの先行研究をふまえて，日本の公的医療保険の財

源不足の要因について検証を行う。 
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２－２ 日本における公的医療保険の財源不足の要因 

 日本では医療費の増加の主要な要因として高齢化と医薬品の支出増加があげられてきた。

高齢化の影響は 2003 年以降毎年１％をこえ，2005 年に 1.8％，2010 年に 1.6％と 2％にせ

まっており，医療費の増加の要因として高齢化の影響が大きいことがうかがえる[表７－１]。 

 

[表７－１ 医療費の伸び率の要因分解] 

 

（出所）厚生労働省社会保障審議会[2019]『医療保険制度をめぐる状況』第 119 回社会保

障審議会医療保険部会（令和元年 9 月 27 日）資料 2 

 

[表７－１]における「その他」には医療技術の高度化などが含まれるが，島崎謙治は康永

秀生[2018]を参考に診療種別に分解すると薬剤料の影響が大きいとしている（島崎謙治

[2011]，p.259）。 

国民医療費構成割合では 1990 年代から現在にかけて保険料の比率が下がって，公費の比

率が上がってきた [表７－２]。保険料の比率が最も高かった 1992 年と 2016 年を比較する

と，事業主の保険料負担が 4.8％と最も下落し，被保険者の保険料負担も 4.2％下落したの

に対し，公費負担が 8.2％上昇したが，その中でも地方負担が 6.6％から 13.2％に倍増して

いる。この公費負担が政府の財政をいっそう圧迫してきた。保険料は値上げされてきたにも

かかわらず，国民医療費の増大に見合った保険料収入が不足したことが公費負担の増大を

引き起こしてきた。この保険料収入の不足の主要な要因として次の二つがあると考えられ

る。一つは総賃金の下落で，もう一つは職域保険の加入割合の減少にともなう地域保険の加

入割合の増加である。 
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[表７－２ 国民医療費および国民医療費構成割合]          単位：億円，％ 

年次 国民 

医療費 

公費（％） 保険料（％） 患者負

担（％） 総数 国庫 地方 総数 事業主 被保険者 

1986 年 170690 33.1 26.1 6.9 54.6 23.6 31.0 12.1 

1991 年 218260 31.2 24.5 6.7 56.6 24.7 32.0 12.0 

1992 年 234784 30.4 23.8 6.6 57.6 25.1 32.5 11.8 

1996 年 284542 32.7 24.3 8.4 56.2 24.4 31.8 11.0 

2001 年 310998 33.5 24.9 8.6 53.0 22.4 30.6 13.5 

2006 年 331276 36.8 24.9 11.9 48.8 20.1 28.8 14.4 

2011 年 385850 38.4 26.0 12.4 48.6 20.2 28.4 12.3 

2016 年 421381 38.6 25.4 13.2 49.1 20.3 28.3 11.5 

（出所）厚生労働省ホームページ「国民医療費」および「国民医療費構成割合」（2020 年 4

月 25 日最終アクセス）をもとに筆者が再構成 

 

 まず日本ではこの約 20 年間で総賃金が下落してきた。雇用者一人当たり賃金・俸給は，

最も高かった 1997 年は 449 万円であったが，その後減少の一途をたどり 2013 年には 381

万円まで下落した[表７－３]。 

 

[表７－３ 名目 GDP と雇用者一人当たり賃金・俸給]単位：兆円（GDP），万円（賃金） 

年 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

GDP 517 533 522 519 518 526 531 492 494 507 532 

賃 金 435 449 435 425 406 407 403 385 386 381 385 

注：GDP は名目 GDP。賃金は一人当たり賃金・俸給。 

（出所）内閣府経済社会総合研究所ホームページ「2015 年度国民経済計算」（2016 年，最

終アクセス 2019 年 3 月 15 日）を筆者が再構成 

 

この下落は 1997 年の 15.1％に該当し，たいへんな下落幅である。1997 年には 533 兆円

であった名目 GDP は 2013 年に 507 兆円まで下落したが，下落率は 4.9％に止まっている。

名目 GDP の下落率より，賃金下落率が高いことは，企業収益の配分が財産所得つまり配当

や利子および企業の内部留保などに多く配分され，労働分配率が下がったことを意味して

いる。保険料は地域保険，職域保険ともに賃金を基礎に算定されるので，これだけの賃金の

下落が保険料収入の下落の主要な要因の一つになったと考えられる。 

次に職域保険の加入割合の減少にともなう地域保険の加入割合の増加を引き起こした要

因として，定年退職者の増加と非正規労働者の増加がある。職域保険に加入していた労働者

が定年退職をすると職域保険から地域保険に移動するので，定年退職者の増加は職域保険

加入者の減少と地域保険加入者の増加をまねく。  
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さらに非正規労働者はこの約 20 年間で急速に増加してきた[表７－４]。 

 

[表７－４ 日本における就労形態別就労状況の変化]            単位：％ 

  

正 社

員 

正社員以外の労働者 

非正規 

（計） 

契約 

社員 

嘱託 

社員 

出向 

社員 

派遣 

労働者 

臨時的

雇用者 

パ ー

ト タ

イム 

その他 

2010    

計  

 男 

 女 

 

61.3 

75.3 

41.9 

 

38.7 

24.7 

58.1 

 

 3.5 

 3.1 

 4.0 

 

2.4 

3.2 

1.2 

 

1.5 

2.2 

0.6 

 

 3.0 

 2.2 

 4.0 

 

 0.7 

 0.5 

 1.0 

 

22.9 

10.3 

40.5 

 

4.7 

3.3 

6.7 

2007    

計  

 男 

 女 

 

62.2 

76.0 

42.6 

 

37.8 

24.0 

57.4 

 

 2.8 

 2.3 

 3.6 

 

1.8 

2.3 

1.0 

 

1.2 

1.6 

0.5 

 

4.7 

 3.9 

 5.8 

 

 0.6 

0.4 

0.8 

 

22.5 

10.2 

40.0 

 

4.3 

3.3 

5.7 

2003 

 計 

 男 

女  

 

65.4 

80.0 

44.4 

 

34.6 

20.0 

55.6 

 

2.3 

1.9 

2.9 

 

1.4 

1.8 

0.9 

 

1.5 

2.2 

0.6 

 

2.0 

1.0 

3.4 

 

0.8 

0.9 

0.8 

 

23.0 

9.6 

42.5 

 

3.4 

2.6 

4.6 

1999 

 計 

 男 

 女 

 

72.5 

85.1 

53.0 

 

27.5 

14.9 

47.0 

 

2.3 

2.1 

2.6 

 

－ 

－ 

－ 

 

1.3 

1.8 

0.4 

 

1.1 

0.6 

1.8 

 

1.8 

1.8 

2.0 

 

20.3 

7.8 

39.6 

 

0.7 

0.8 

0.6 

1994 

 計 

 男 

 女 

 

77.2 

86.9 

61.4 

 

22.8 

13.1 

38.6 

 

1.7 

1.4 

2.2 

 

 － 

 － 

 － 

 

 1.4 

 1.9 

 0.5 

 

0.7 

0.4 

1.2 

 

4.4 

3.9 

5.1 

 

13.7 

4.4 

28.6 

 

1.0 

1.0 

1.0 

出所：厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査 結果の概要」（平成 6 年，平

成 15 年，平成 22 年）をもとに筆者作成 

 

正規職労働者の大部分は職域保険に加入しているが，非正規労働者の職域保険への加入

率は正規職労働者と比較するとかなり低いので，非正規労働者の増加は職域保険加入者の

減少と地域保険加入者の増加をまねく[表７－５]。 

このように総賃金の下落と職域保険の加入割合の減少にともなう地域保険の加入割合の

増加が保険料収入の比率を下落させる主要な要因の一つになったと考えられる。 
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[表７－５ 就業形態，現在の会社における各種制度等の適用状況別労働者割合]単位：％ 

 健康保険 厚生年金 

正社員 99.3 99.1 

正社員以外の労働者 54.7 52.0 

  契約社員（専門職） 87.6 83.5 

  パートタイム労働者 37.6 35.3 

  派遣労働者 81.1 76.5 

出所：厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概要」（平成 26 年）を筆

者が再構成 

 

 日本ではこのように労働市場の変化による総賃金の下落や非正規雇用の増大などによる

職場保険の加入者の減少などにより，公的医療保険の財源における保険料収入が下がって

租税の比率が上昇してきた。 

 

２－３ 日本における公的医療保険の財源と財政 

 次に公的医療保険への国庫支援の財源となる日本の社会保障予算および税収について検

証を行う。 

日本ではこの間社会保障予算の確保を主に消費税増税により賄う方向で議論が行われて

きた。横山壽一は社会保障・税一体改革は小泉構造改革に端を発し，その後の社会保障改革

の中で具体化され，民主党政権のもとで三党協議を経て仕上げられ，自民党に手渡されて今

日に至っていると述べている（横山壽一[2013]，pp.22－23）。さらに横山壽一は社会保障・

税一体改革について社会保障の目的税化と称して社会保障予算に鉄枠をはめ，消費税増税

なしには社会保障の拡充はできない状態においこんだと指摘している（横山壽一[2013]，

p.24）。このように与野党が一体となって公的医療保険への租税の投入の財源を含む社会保

障予算は消費税を税源とする合意がなされ，これと並行して日本で 1989 年に 3％の税率で

導入された消費税は，1997 年に 5％，2014 年に 8％，2019 年に 10％（一部に軽減税率 8％）

と引上げられてきた。 

しかしこれに反比例するように所得税と法人税は引き下げられてきた。日本政府が行っ

てきた所得税と法人税の減税には「制度減税（＝税制改革による恒久的な減税）」と「特別

減税（＝一時的な減税）」がある。下野恵子はこれを整理したうえで，「減税の規模の大きさ」

と「減税が主として所得税を中心に実行されてきた」ことが明らかになると述べている[表

７－６]（下野恵子[2017]，p24）。 
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 [表７－６ 主な減税（国税）] 

所得税 特別減税 制度減税 

1994 年度 

 

1995 年度 

 

 

1996 年度 

 

1998 年度 

 

 

1999 年度 

 

 

2006 年度 

△3.8 兆円 

税額の 20％（上限 200 万円） 

△1.4 兆円 

税額の 15％（上限 5 万円） 

 

△1.4 兆円 

税額の 15％（上限 5 万円） 

△2.8 兆円 

本人 38000 円，配偶者と扶養者 1 人

あたり 19000 円を税額から控除 

△2.7 兆円 

税額の 20％（上限 25 万円） 

 

 

 

△2.4 兆円，累進緩和 

課税最低限度の引き下げ 

（327.7 万円→353.9 万円） 

 

 

 

 

 

△0.3 兆円 

最高税率の引き下げ（50％→37％） 

△3.1 兆円 

最低税率の引き下げ 

（330 万円未満は 10％→195 万円未

満は 5％） 

法人税 特別減税 制度減税 

1999 年度 

 

2003 年度 

 △1.7 兆円 

税率の引き下げ（34.5％→30％） 

△1.4 兆円 

研究開発・設備投資などの控除 

（出所）下野恵子（[2017]，p23），下野恵子が内閣府「平成 24 年度年次経済財政報告書」

をもとに作成 

 

また 1986 年（昭和 61 年）まで 70％であった所得税の最高税率は，2007 年（平成 19 年）

には 40％まで低下し，所得再分配機能は著しく低下した[図７－３]。 
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[図７－３ 個人所得課税の税率等の推移（イメージ図）] 

 

（出所）財務省ホームページ（2020 年 4 月 10 日最終アクセス） 

 

 さらに梅原英治[2013]は現在の日本の財政危機の原因について優れた分析を行い，一連の

所得税減税こそが日本の財政危機をまねいたと述べている。現在に至る日本の財政危機は

1992 年度に始まっている。そこで梅原英治は 1992～2013 年度の 22 年間に増加した財政

赤字（収支差額）の規模 554.4 兆円について，これが発生した原因を財務省の「財務統計」

をもとに分析し，[表７－７]のような分析結果をだしている。 

 

[表７－７  梅原英治[2013]による日本の財政赤字の原因の分析結果] 

財政赤字の要因 赤字の規模 比率 

１ 所得税の減収 ２２３．５兆円 ４０．３％ 

２ 社会保障関係費の増加 １７８．８兆円 ３２．３％ 

３ 法人税の減収 １１４．６兆円 ２０．７％ 

４ 公共事業関係費の増加 ４７．６兆円 ８．６％ 

５ 国債費の増額 ４５．３兆円 ８．２％ 

（歳入の増加）消費税 －９０．０兆円 －１６．２％ 

（出所）梅原英治（[2013]，p.104）を筆者が再構成 

 

 梅原英治の分析によると財政赤字（収支差額）の規模 554.4 兆円に対して消費税増税によ

る黒字要因は 16.6％で法人税による減収を補填する 20.7％を下回った（梅原英治[2013]，

p.105）。そして日本では消費税増税分をはるかに上回る所得税の減税が行われてきたこと

が確認できる[表７－７]。そして消費税増税をはるかに上回る所得税・法人税の減収分と社

会保障費が国債発行によって賄われてきた。日本において社会保障費が一定の増加をして
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きたのは事実であるが，消費税による増収を上回る所得税・法人税の減収が国債発行残高増

大の主要な要因になってきた。 

 

第３節 公的医療保険の財源における韓国と日本の比較 

本論文は第６章において韓国における公的医療保険の財源について検証し，第７章第２

節で日本の公的医療保険の財源について検証した。これらをふまえて韓国と日本における

公的医療保険の財源について比較を行う。まず本論文が検証を行ってきた韓国と日本にお

ける公的医療保険の財源の現状と課題の差異は[表７－８]のように要約できる。 

 

[表７－８ 公的医療保険の財源問題に関する韓国と日本の比較] 

 韓国 日本 

医療保険財政 財政不足が問題として発生してこ

なかった。2010 年代には累積黒字

が急増。2011 年に 1.6 兆ウオンで

あった国民健康保険累積黒字規模

は 2015 年には 17.0 兆ウオンに拡

大。 

深刻な財政不足が問題として発生

してきた。協会けんぽは 2007 年

から 3 年連続赤字化し，国庫補助

を 13.0％から 16.4％に引上げ。健

保組合は全体の 8 割が単年度赤

字，全体で 4573 億円の経常赤字。

市町村国保には 3.3 兆円の国庫支

出金が，半数以上の 905 の赤字保

険者。 

公的医療保険の

給付水準 

33.78％（1989 年）であった給付

水準は 58％（2010 年）まで上昇

したが，相対的に低い。 

81.9％（2010 年）と相対的に高い。 

民間実損型 

医療保険 

加入率は，16.2％（2006 年）から

66.3％（2014 年）と急拡大した。 

ほとんど販売されてこなかったた

めに，ほとんど普及せず。 

（出所）松田亮三[2016]，長谷川千春[2016b]をもとに筆者作成 

 

韓国と日本の公的医療保険の財源問題および給付水準は[表７－８]のように大きな差異

があるが，本論文が検証してきた事実を考察すると日韓両国の公的医療保険の財源問題に

は重要な共通点があり，この共通した問題の現れ方が異なっている。日韓両国の公的医療保

険の財源問題における重要な共通点とは，日韓両国の政府がともに高齢化と医療技術の進

歩にともなう医療費の増大に見合う医療財源の確保を怠ってきた点である。医療費の増大

に見合う公的医療保険の財源の確保には保険料の引上げと増税しかないが，特に増税を極

力さけるだけではなく，所得税と法人税の大幅な減税を行ってきたことにおいて日韓両国

は共通している。日韓両国の医療費がこの間，増大の一途をたどってくる中で，両国とも保

険料の引上げは段階的に行ってきたが，「医療費の増大に見合った増税」は避けてきた。 
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ただし医療費の増大に見合う医療財源の確保を怠ってきたことに対する問題の現れ方は

日韓で異なっている。韓国の場合は公的医療保険の財源確保を政府が行わないので公的医

療保険の「低負担，低給付」の状態が継続し，この公的医療保険の低給付を韓国政府は実損

型の民間医療保険の販売拡大を促すことにより解決することを試み，実際に韓国では公的

医療保険の低給付は継続し，実損型の民間医療保険の販売は拡大した。これに対し日本の場

合は公的医療保険の給付水準は相対的に充実していたので公的医療保険の支出は大幅に増

大し，これに対して保険料は漸進的に引上げられてきたが，医療費の増大に見合った増税を

行わないまま医療保険への租税投入を増大させたために，公的医療保険への国庫支援が国

債発行残題の増大の一因になった。梅原英治[2013]による日本の財政赤字の原因の分析結果

によると財政赤字の最大の要因は所得税の減収（40.3％）であるが，次が社会保障関係費の

増加（32.3％）である[表７－７]。そして日本の社会保障関係費の大部分は年金と医療が占

めているので，公的医療保険への国庫支援が日本の財政赤字の一因であったことは否めな

い。日本の国債発行残高は他の OECD 諸国と比較しても最低水準で，財政余力はギリシア

と並んでゼロである[表７－９]。 

 

[表７－９ OECD 諸国の国債残高と財政余力]               単位：％ 

国名 国債残高 財政余力 国名 国債残高 財政余力 

ノルウェー 38.5 246 イギリス 109.4 132.6 

韓国 39.3 241.1 フランス 120.8 116.9 

スウェーデン 61.6 188.8 ギリシア 182.9 0 

ドイツ 79.0 167.9 日本 136.8 0 

注：国債残高は対 GDP 比％，対 GDP 比国債残高は韓国のみ 2016 年 

  財政余力は GDP 対比％p（2014 年 5 月基準） 

（出所）対GDP 比国債残高は OECD DATA general Government debt to GDP（2015），

大韓民国政府[2015]「2016～2020 年国家財政運営計画」，財政余力はチョ ヨンチ

ョル[2018]に掲載された Moody’s Analytics の資料を筆者が再構成 

 

 これに対し韓国の対 GDP 比国債残高はノルウェーに次いで低く，OCED 諸国の中でも

財政の健全性は最も高い水準になっている。韓国では国民負担率が低くて，社会保障予算の

比率が低いうえに，国債発行も抑えて健全財政を継続してきたために公的医療保険への国

庫負担はきわめて少なく，これが「低負担，低給付」の公的医療保険の要因になってきた。 

 [表７－８]に要約した韓国と日本の公的医療保険の姿は大きく異なるようにみえるが，日

韓両国とも増大する医療費に見合った増税を避けてきた矛盾が異なった形で現れてきたと

理解することが可能である。 

 しかし日韓両国とも今後いっそう高齢化と医療技術の進歩などにより医療費が増大する

ことが確実な中で，これまでのやり方を持続させることはできない。韓国では公的医療保険
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の財源の不足問題が発生してこなかったが，2017 年に健康保険保障性強化対策つまり文在

寅ケアが始まってからは給付水準が上昇して単年度の決算では赤字が発生してすでに累積

黒字をとり崩しており，大幅な国庫支援を公的医療保険に投入する決断をしない限り，累積

黒字が枯渇して医療財源の不足が生じることは時間の問題である。日本における国債発行

残高のこれ以上の増大は肯定できないし，増大する医療費を国債発行により賄うことはそ

もそも望ましいことではない。韓国は文在寅ケアにより低給付から脱しつつあり中給付に

見合った医療財源を確保する必要があり，日本は医療財源を国債発行に依存する状態から

一刻も早く脱却する必要があることにおいて，現在までのやり方の改善が必要である点で

日韓両国の公的医療保険の財源問題は共通している。 

 さらにすでに述べたように日韓両国とも医療費の増大にともなう保険料の引上げにより，

保険料の支払いが困難になり保険料滞納により実質的に公的医療保険から排除される国民

が存在してきた点も共通している。 

 以上の認識をふまえて，今後の日韓の公的医療保険において共通の課題である以下の二

つの課題の解決について第４節以下で考察を行う。 

１ 保険料滞納により実質的に公的医療保険から排除される国民が存在してきた。 

２ 国民医療費が高騰を続け，公的医療保険の財源が不足する。 

 

第４節 保険料滞納による保険給付差し止め者の問題 

４－１ 保険料滞納による保険給付差し止め者の問題の実態 

韓国における保険料滞納による資格停止者の問題は本論文第３章においてすでに述べた。

要約すると 2013 年末時点で保険料の長期滞納により健康保険給付が停止されている人は

165 万 5 千人におよび，これは全人口の約 3.2%にあたる。保険料滞納による資格停止者は，

賃金労働者では非正規職のみ 2.7%いるのに対し，正規職ではゼロである[表７－１０]。 

 

[表７－１０ 雇用形態別健康保険適用率（2014 年 8 月）]          単位：％ 

 資格 

停止者 

職場 

加入者 

地域 

加入者 

医療 

受給権者 

職業加入 

 被扶養者 

賃金労働者 1.2 71.4 14.6 0.8 12.0 

正 規 職 0.0 98.9 0.7 0.1 0.3 

非正規職 2.7 38.3 31.4 1.6 26.0 

（出所）キム ユソン[2015]を筆者が一部修正，翻訳は筆者，[表３－７]を再掲載 

      

日本にも保険料未納により実質的に公的医療保険の給付を差し止められる国民が一定数

存在する。保険料滞納世帯は 2017 年（平成 29 年）で 289 万 3 千世帯と全世帯の 15.3％に

達している[図７－４]。このほとんどの世帯は経済的に保険料の支払いが容易でない世帯で

あり，滞納世帯が 15.3％もあるのは見過ごすことのできない深刻な問題である。さらに国
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保法では納付期限を過ぎても保険料を納付しなければ，年利 14.6％の延滞金が課され，催

促が行われた後も納付しなければ，通常の保険証に代わり有効期限が短い短期保険証が交

付されるが，これが交付された世帯が 82 万 4 千世帯に及んでいる（2017 年）[図７－４]。 

 

[図７－４ 保険料の滞納世帯数等の推移] 

（万世帯）                                （％） 

 

（出所）厚生労働省保険局国民健康保険課[2019] 

 

日本政府は 2000 年 4 月に，国民健康保険の保険料を 1 年以上滞納した加入者に被保険者

証を返還させて保険給付を差し止め，代わりに加入者であることを示す「資格証明書」を交

付するよう，市町村などに義務づけた。この資格証明書で医療機関を受診すれば，10 割自

己負担となるので，実質的に公的医療保険から排除された状態になる。この資格証明書交付

世帯数が 17 万 2 千世帯に及んでいる（2017 年）[図７－４]。 

 

４－２ 保険料滞納による保険給付差し止め者の問題についての考察 

保険料未納により実質的に公的医療保険から排除される国民が存在してきた問題は韓国

と日本に共通して生じており，この現実は国民皆保険に事実上の風穴があいていることを

意味し，公的医療保険の存在意義が問われる深刻な問題である。保険料未納により事実上の

無保険者が存在する問題は，保険料未納者が存在し，保険料未納が保険料収入を減少させる

という意味で公的医療保険の財源問題である。しかし本論文は公的医療保険の財源問題と

しての保険料長期滞納による事実上の無保険者の問題を，保険料滞納による減収問題とし

てではなく，無収入および低所得者の保険料を免除することとし，その場合の財源をどのよ

うにして確保するのかという観点から考察を行う。本論文が無収入および低所得者の保険
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料を免除することが望ましいと考える理由は次の３点である。 

第一に，保険料長期滞納者に資格証明書を発行して，事実上の無保険者にしても，このペ

ナルティーが現実的に保険料の納入を促進しない。保険料長期滞納者のほとんどは無収入

か，低所得者により保険料の支払いが困難な人たちである。保険料の催促が行われた後も納

付しなければ，通常の保険証に代わり有効期限が短い短期保険証が交付することが，保険料

の納付率の上昇に一定の効果がありえることは理解できる。しかし保険料の滞納が長期に

わたった結果として保険給付を差し止め，代わりに加入者であることを示す「資格証明書」

を交付された人たちの大部分は無収入か，低所得者により保険料の支払いが困難な人たち

で，この人たちは保険料の支払いがそもそも容易でない。「資格証明書」の交付が保険料滞

納の解消に効果を発揮するなら，「資格証明書」の交付者はほとんどいなくなるはずである

が，現実にはそうなっていない。 

第二に，公的医療保険は民間医療保険とは違い，「給付反対給付均等の原則」と「収支相

等の原則」を基礎に制度の設計がなされているわけではない。民間医療保険は「給付反対給

付均等の原則」と「収支相等の原則」を基礎に制度の設計がなされ，この原則を基礎に保険

を運営しないと民間保険会社が経営を維持できない。しかし公的医療保険はこれらの原則

に拘束される必要はなく，公共性を基礎とした判断に基づいて保険料を設定できるのであ

る。つまり公的医療保険は民間医療保険とは異なり，無収入か，低所得者により保険料の支

払いが困難な人たちの保険料を免除しても差支えがない。 

第三に，資格証明書を発行して事実上の無保険者を生みだすことは，公的医療保険として

の責任を放棄していることに等しい。韓国では憲法第 34 条①「すべて国民は，人間らしい

生活を営む権利を有する。」を基礎に，日本では憲法 25 条を基礎に公的医療保険制度は整

備されてきた。無収入か，低所得により保険料の支払いが困難な人たちに「資格証明書」を

交付して事実上，公的医療保険から排除することは，「人間らしい生活を営む権利」，「健康

で文化的な最低限度の生活を営む権利」を奪っていることに等しい。むしろ無収入や低所得

者により保険料の支払いが困難な人たちでも安心して医療を受けられるようにするために

こそ公的医療保険の存在意義がある。 

 

第５節 韓国と日本における公的医療保険の財源 

５－１ 医療費の抑制，保険料の引上げ，健康寿命延長による財源確保 

第５節では韓国と日本においてさらなる深刻化が必至である公的医療保険の財源不足の

問題への対応について考察を行う。第６章で述べたように財源不足は韓国では現在までは

生じてこなかったので，現実に医療財源が不足してきた日本における財源不足問題への対

応を検証する。 

日本ではまず診療報酬の改定率の引下げが実際に行われてきた。この診療報酬の改定率

の引下げのような総額抑制について，康永秀生は医療の質を考慮しないで全体的に医療費

を締め上げる方法であり，度が過ぎると医療の質の低下を招くとして，イギリスでは実際に
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それがおこったとしている。そして日本で医療の質が顕著化していないのは，医療従事者が

過重労働でそれを補っているためと考えられると評価している（康永秀生[2018]，p246）。 

次に日本では患者自己負担の引上げと並行して保険料の引上げが行われてきた。患者自

己負担は段階的に引上げられて現在，現役世代で３割になっている。医療財源が不足する中

で３割まではやむをえないにしても，これ以上の引上げは自己負担によるリスクを軽減す

るための実損型の民間医療保険の売上げを促進する可能性が高く，公的医療保険の給付水

準の低下による民間医療保険への代替えは公的医療保険の存在意義を損ないかねない。 

さらに韓国と日本の現行制度における保険料の引上げは以下の課題を引き起す。まず日

韓の現行制度において保険料は逆進的な性格をもっているために保険料の引上げは相対的

に低所得層の負担を重くして所得再分配機能を低下させる。これに加えて地域保険におい

て無収入世帯にも保険料が課されるために保険料の引上げは滞納世帯を増加させかねない。

保険料の引上げは医療費の増加にともなって今後もやむをえないが，これらの問題を引き

起こすことをふまえて漸進的に行うことが必要である。保険料滞納世帯の問題は第４節で

低所得者の保険料は免除する案を提示した。また保険料の逆進性については第６節で扱う。 

さらに日本では高齢者の健康寿命の延伸による高齢者の医療費の抑制が目標とされ，す

でに試みられている。日本の都道府県を比較した調査により，生涯医療費は，健康寿命上位

の都道府県の方が，下位の都道府県と比較して低くなっているというデータを厚生労働省

は示している[図７－５]。 

 

[図７－５ 健康寿命と生涯医療費（平均）について] 

 

（出所）厚生労働省保健局・老健局[2018] 「平成 30 年 7 月 19 日社会保健審議会医療保部

会資料」,「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について」平成 30 年 9 月 6 日 

  

しかし島崎謙治は健康寿命について次のように述べている。健康寿命の算定にはサンプ

ル・セレクション・バイアスがあることに留意すべきである。予防を徹底し健康寿命を延伸

すれば医療費が抑制できる明確なエビデンスは存在しない。もとより，これは予防や健康寿

命の延伸が不必要であるとか無意味だということではない。健康はそのこと自体大きな価

値がある（島崎謙治[2011]p.260）。 

 重要なのは高齢者がフレイル（frailty，虚弱）の状態にならないように健康寿命を延伸す

ることで，高齢者が住み慣れた家，地域で暮らし続けられることである[図７－６]。 
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健康寿命の延伸は高齢者が住み慣れた家，地域で暮らし続けることで充実した老後を過

ごすという人生における充実を実現できる。健康寿命の延伸は地域の特性をいかした地道

な取り組みの積み重ねであるので，地域により取り組みの差があるが，日本ではこのように

健康寿命の延伸への取り組みが一定進んでいるが，韓国ではこれへの取り組みは日本より

遅れている。予防を徹底し健康寿命を延伸すれば医療費が抑制できる明確なエビデンスは

存在しないが，日韓共に高齢化が進む中で予防や健康寿命の延伸それ自体には価値がある。

健康寿命の延伸に長期的は努めることは社会的な意味はあるが，医療費の抑制効果につい

ては大きな期待をかけることはできない。 

 

[図７－６ 高齢者の健康状態の特性等について] 

 

 

（出所）厚生労働省保健局・老健局[2018]「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施につ

いて」平成 30 年 9 月 6 日 

 

このように医療財源の不足に対して，診療報酬の引下げなどの医療費の抑制は医療サー

ビスの質と量の低下をまねきかねず，自己負担分の引上げは公的医療保険の存在意義を損

ないかねない。また保険料の引上げは結果として低所得層の負担が相対的に重くなり，健康

寿命の延伸には医療費抑制の過大な期待はかけられない。 

これらをふまえて本論文は医療財源不足の解消にむけた検討課題として，以下の３点に
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ついて考察を行うことにより，医療財源を確保できる可能性についてさぐる。 

（１） 必要性，有効性，安全性について疑義のある医薬品の再検証による医療費の抑制。 

（２） 非正規雇用の正規雇用への転嫁など労働市場の改善による保険料収入の確保。 

（３） 社会保障予算拡大による公的医療保険への租税投入による医療費の確保。 

 これらの政策のうち（１）と（２）については以下において，（３）については第６節に

おいて具体的な検証を行う。 

 

５－２ 必要性，有効性，安全性について疑義のある医薬品の再検証による医療費の抑制 

 必要性，有効性，安全性について疑義が提起されている医薬品は一定存在し，これらの医

薬品の再検証を行うことにより不必要あるいは有害な医薬品の流通を抑制しながら医療費

の抑制が一定の規模でできる可能性がある。 

 井原裕は「疾病喧伝」（disease mongering）⁽²⁾とは，営利目的の疾病概念の拡大で，些

細な身体の不調を，本来それは生理的な範囲にすぎないかもしれないのに，ことさらとりあ

げては，「病気だ，病気だ」と騒ぎ立てて，やれ「医者にかかれ」だの「治療しないとまず

い」だのとかまびすしく説いてまわることをいう（井原裕[2011]，p.1219）と説明を行って

いる。この疾病喧伝が行われた明確な事例としてまず「脳循環代謝改善薬」を示すが，以下

は冨高辰一郎[2010]の著書からの要約である。 

 

 日本ではアバン，カラン，エレン，セレポート，ホパテといった一連の「脳循環代謝改善

薬」が 1980 年に次々と認可され，日本の主要な製薬会社は「高齢者の脳機能を改善させる」

という魅力的な宣伝文句で販売を開始した。これらの薬は他の先進国では販売もされず，日

本でのみ承認された薬であった。しかし製薬会社による積極的な宣伝と営業により売り上

げは年々増加し，1990 年代にはこれらの薬は日本の処方薬売り上げランキングの上位を占

めるようになり，一群の薬の売り上げは年間 2000 億円に至った。 

 これらの「脳循環代謝改善薬」の有効性への疑問は発売当初からささやかれ，薬害オンブ

ズパーソンを運営する別府宏圀や木村繁らはその有効性に批判を投げかけていた。これら

の売り上げが伸び過ぎたため，膨れ上がった薬剤費を抑えるために，大蔵省は厚生省に「脳

循環代謝改善薬」の有効性について疑問を投げ，この圧力により厚生省は，製薬会社に有効

性を証明する再試験を命じた。大蔵省主計局主計官補だった中川真は，「『再評価にはコスト

も時間もかかる』と厚生省にいわれたが，頑張り通して，結局，30 成分を超える脳循環代

謝改善剤の再評価をその後２年間程度でやってもらった。」と語っている。 

 再試験の結果はほとんどの薬がプラゼボ（偽薬）に対して優位性を示せず，ホパテには副

作用として死亡例すら報告されるようになった。この結果，1998 年から翌年にかけて脳循

環代謝改善薬は次々と承認を取り消された。発売中止となるまでの総売り上げは総額 1 兆

円を超えたという。 

 こういったエピソードがあったことさえ，ほとんどの人は知らない。そして行政も製薬会
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社も医学界も，誰一人責任を問われることなく，脳循環代謝改善薬は歴史の中に消えつつあ

る（冨高辰一郎[2010]，pp.89－92）。 

 

冨高辰一郎は以上の事例を示したうえで，以下のような示唆に富んだ教訓を述べている。 

「脳循環代謝改善薬のエピソードは，効果がない薬でも，営業活動さえしっかり行えば処方

薬はうれるということを示している。」（冨高辰一郎[2010]，p.92）。これは日本において製

薬会社は有効性がない薬でもマーケティングにより販売を拡大して合法的に超過利潤をえ

ることが可能であることを示している。 

さらに抗うつ薬の選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）は E・H・ターナーを含め

た３本の論文により軽傷および中等症のうつ病には有効性がないことが明らかになり，

2012 年日本うつ病学会もうつ病の大半を占める軽傷うつ病については SSRI の有効性はな

いと宣言した。さらにコレストロール低下薬については，これまで積極的に推奨してきた米

国の２つの心臓病関連学会（ACC と AHA）が 2013 年，合同によるガイドラインを改訂し，

LDL コレストロールに基準を設けて治療する方法の妥当性を証明した証拠はないと述べ，

（NPO 医薬ビジランスセンター[2014]，p.28），日本脂質栄養学会も「一般集団では LDL

－C 値の高い群のほうが総死亡率は低い（長生きである）ことがわかった。」（日本脂質栄養

学会コレストロールガイドライン策定委員会[2010]）と述べ，コレストロール低下薬を処方

する必要がないと主張している。 

抗うつ薬のうち脳循環代謝改善薬 4 成分は大蔵省の要請による再検証で承認が 1998 年

に取り消されたが，これ以外にも上記のように抗うつ薬の選択的セロトニン再取り込み阻

害剤（SSRI）やコレストロール低下薬など有効性，必要性に疑義が提起されている医薬品

が一定存在する。 

これらの医薬品の市場規模は以下のとおりである。脳循環代謝改善薬は朝日新聞による

と年間 1300 億円程度の市場規模であったといわれ（朝日新聞 1998 年 4 月 18 日朝刊：「脳

代謝財４種「効果なし」」），発売中止となるまでの総売り上げは総額 1 兆円を超えたという

（冨高辰一郎[2010]，pp.89－92）。さらに日本の抗うつ薬市場は年間 170 億円程の規模し

かなかったが，2007 年の時点で日本の抗うつ薬市場は 1000 億円にのぼる（冨高辰一郎

[2010]，pp.104－108）。ただし SSRI についてはうつ病患者の大部分を占める軽傷および中

等症のうつ病には有効性がないことが確認されている。コレストロール低下剤の市場規模

は先発薬の特許が終了してジェネリック医薬品が登場することにより下降傾向にある。そ

れでも「コレストロールを低下させるスタチン類は日本で 2500 億円の売り上げがある。関

連医療費はその３倍。その中にかなりの税金が使われている。」（日本脂質栄養学会コレスト

ロールガイドライン策定委員会[2010]），「コレストロール低下剤であるスタチン剤の 2014

年の国内市場規模は 2700 億円」（バークレイズ証券推定）（東洋経済オンライン[2015 年 4

月 23 日]）との報告があり，2010 年から 2014 年にかけておおよそ 2500 億から 2700 億円

の市場規模であったと推定できる。 
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全く有効性がないことが証明された脳循環代謝改善薬の総売り上げの総額 1 兆円以上だ

けでたいへんな規模である。さらに SSRI は年間 1000 億円（2007 年），スタチン類は 2500

億円の売り上げと個々の医薬品について累計するとたいへんな規模になる。 

日本と韓国は保健医療支出に占める医薬品の比率が他の先進国と比較しても高い。保健

医療支出に占める医薬品の比率について，OECD 平均が 16.7％であるのに対して日本は

18.6％，韓国は 20.9％とさらに高い[図７－７]。 

 

[図７－７ 保健医療支出に占める医薬品およびその他非耐久性医療財支出] 

 

注：日本・オーストラリアは 2016 年。イスラエルは 2015 年。 

（出所）前田由美子[2019]「医療関連データ国際比較 OECD2019」『日医総研リサーチエ

ッセイ』No.77，「OECD Health Statistics 2019」より前田由美子が作成 

 

このように日本と韓国は保健医療支出に占める医薬品の比率が他の先進国と比較しても

高い事実は，医薬品の使用増加が医療費の増大により大きな影響を与えることを示してい

る。 

 島崎謙治は高額医薬品についてオブジーボの薬価算定をめぐる「経験」は貴重であるとし

て，適正な値付け（薬価）と使用の厳格化によって高額医薬品の医療保険財政への影響を相

当程度制御できると述べ，費用対効果評価，適正使用の厳格化，経済性を考慮した医薬品の

開発・普及の促進の重要性について説明している（島崎謙治[2011]，pp.264－270）⁽³⁾。特

に費用対効果評価については 2012年に中医協に専門部会が設置され，この議論を経て 2019

年に費用対効果評価制度が始まった。このように高額医療費については費用対効果評価を

検証する制度が始まっている。 

冨高辰一郎はほとんど利用されていない港湾施設や，スケジュールの埋まっていない多

目的ホールを間近に見れば，税金の無駄遣いではないかと，誰もが感じるだろう。しかし一
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般人が処方薬の有効性のなさに気づくのは難しい，薬の見直しは公共事業の見直しよりは

るかに難しいだろう（冨高辰一郎[2010]，p.94）と指摘しており，医薬品の再検証は容易で

ない。また医療財源不足の問題について議論されるにあたり，医薬品の必要性，有効性に関

する再検証はほとんど提起されない。しかし深刻な医療財源不足に直面し，前述のように保

険料の引上げや診療報酬の引下げなどの医療費抑制には限界がある。必要性，有効性，安全

性について疑義が提起されている医薬品の再検証は医療費の抑制だけでなく，有害な医薬

品の流通を抑制して薬害の発生を防止するという意味でも意義があり，より積極的に行わ

れる必要があるのではないか。 

 

５－３ 労働市場の変化と公的医療保険の財源 

次に 1990 年代以降の韓国と日本において，共通しておこってきた労働市場の変化にとも

なう賃金の低下や非正規雇用の増大による総賃金が低下したことによる保険料収入の減少

について考察する。第６章で既に述べたように韓国においては1997年アジア通貨危機以降，

総賃金の下落と非正規労働者の増加が進行した。 

日本においては1997年以来，総賃金の下落傾向が継続し，非正規労働者が増加しており，

これが保険料収入を下落させ，公的医療保険の財源不足の要因の一つになってきたことは

第２節ですでに指摘した。さらに医療保険を含む社会保険制度が，正規労働者の雇用を減ら

して，非正規労働者を増加させるインセンティブを与えてきた[表７－１１]。 

 

[表７－１１ 正社員以外の労働者を活用する理由]        複数回答，単位：％ 

 

 

合 計 パート 

タイム 

臨時 

労働者 

派遣 

労働者 

賃金の節約のため 38.6 41.1 28.1 14.3 

１日，週の中の仕事の繁閑に対応するため 32.9 39.2 33.0 11.4 

即戦力・能力のある人材を確保するため 30.7 18.5 21.1 33.9 

専門的業務に対応するため 28.4 17.7 15.2 28.7 

賃金以外の労務コストの節約のため 22.4 23.7 16.6 16.5 

注：回答は複数回答 

（出所）厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」（平成 26 年） 

 

 [表７－１１]は複数回答であるが，「正社員以外の労働者を活用する理由」つまり非正規

労働者を活用する理由として，「賃金以外の労務コストの節約のため」が 22.4％に達してい

る。この「賃金以外の労務コストの節約のため」は正規職労働者を雇用すると医療保険を含

めた社会保険の事業主負担を支払わねばならないが，これを非正規職として雇用すると社

会保険の事業主負担から逃れることができることを意味している。このように社会保険制

度が，正規労働者の雇用を減らして，非正規労働者を増加させるインセンティブを与えてき
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た。そして結果として，非正規労働者の増大が医療財源における事業主負担を減少させる主

要な要因の一つになってきたと考えられる。さらに正規職から非正規におきかえられた労

働者の多くは職域保険から地域保険に移るが，非正規職が低賃金であるために地域保険の

保険料も支払えずに，資格証明書が発行され，本人は事実上，公的医療保険から排除され，

地域保険の保険料収入も下落するという悪循環を生んだケースも存在したと考えられる。 

 非正規労働者の増加は二重の意味で公的医療保険の財政を悪化させたことが，[表７－１

１]から読み取れる。つまり非正規労働者を雇用する最も大きな動機が「賃金の節約のため」

（38.6％）と最も高く，この「賃金の節約」が「雇用者一人当たり賃金・俸給」を下落させ

て，保険料収入を減少させた。また「賃金以外の労務コストの節約のため」（22.4％）は職

域保険加入労働者の減少による事業主負担を減少させ，地域保険加入労働者の増加をもた

らして，保険料収入を減少させた。 

このように派遣労働への規制緩和などによる正規雇用の非正規雇用への返還などの労働

市場の変化が保険料収入の減少をまねく大きな要因の一つになってきた。その意味におい

て公的医療保険財政の悪化は規制緩和による労働市場の変化の反映である。以上をふまえ

ると次の手段により保険料収入の回復を図れる可能性がある。 

 第一に，派遣労働など非正規労働への規制を再び強化することにより非正規労働者の正

規労働者への転換を図ることにより地域保険から職場保険の加入者を増やし，最低賃金を

引き上げるなど総賃金を増大させることにより保険料の増収を図ることである。しかし近

年のアジアの労働者との競争などを考慮すると非正規労働者の正規労働者への転換や総賃

金の上昇は容易でない。しかしこのような労働市場の変化による保険料収入の減少が公的

医療保険の財源不足の一因になってきたことは事実である。 

 第二に，正社員以外の労働者を活用する理由の一つとして「賃金以外の労務コストの節約

のため」が回答の一定割合を占めているように，社会保険料負担が非正規労働者の雇用を増

やすインセンティブを与えてきた[表７－１２]。現在の日本においても週一定時間以上，労

働している非正規労働者でも職場保険に加入できるが，一定時間以上勤務している非正規

労働者が社会保険に加入できていない現状がある。このような現行の規定を厳格に事業主

に守ることを課すにより非正規労働者の職場保険加入率を上昇させ，保険料の増収を図れ

る可能性がある。 

 

第６節 財政と公的医療保険の財源 

６－１ 公的医療保険における保険料と租税 

 第６節では今後の日韓における公的医療保険への租税の投入の可能性について検証を行

う。公的医療保険への租税の投入の可能性について検証するにあたり，本論文は社会保険料

負担と政府の財源である税と一体にして負担構造の議論を行う。持田信樹は，宮島洋が述べ

ている社会保険料は社会保障に使途を限定した目的税と捉えるべきである（宮島洋[1994]，

pp.30－31）との主張を紹介し，それゆえに税と社会保険料負担を別々に計算して区別する
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のではなく，両者を一体にして負担構造を議論しなくてはならない（持田信樹[2019]，p.184）

と述べている⁽⁴⁾。多くの先行研究が税と社会保険料を別々に考察し，公的医療保険につい

ては保険料の枠組みの中だけで検討を行うために，診療報酬の改定率の引下げのような総

額抑制や保険料の引上げなどの議論が行われる傾向が強い中，宮島洋[1994]，持田信樹

[2019]の主張は公的医療保険の財源について考察するうえで重要である。 

 本論文は以上の認識を前提に，税と社会保険料を一体にして公的医療保険の財源につい

て検証する。これにあたり，以下の二つの課題を設定する。 

（１）公的医療保険において保険料と税という異なる財源が混然一体のかたちで投入され，

制度の趣旨がきわめて不明瞭なものになっている。このような現状の中で公的医療保

険に対して保険料と税の配分を如何なる基本方針において行うのか。 

（２）医療費が増大することが予想される中で，財源の不足を如何に補うのか。 

 この２点のうちまず（１）公的医療保険に対して保険料と税の配分を如何なる基本方針に

おいて行うのかについて考察する。 

日本の公的医療保険の財政運営は，それぞれの保険者によって独立して行われ，高齢者医

療については財政調整が行われている[図７－２]。税と保険料の観点では，国民健康保険と

後期高齢者に租税が入っており，被用者保険は保険料のみで賄われているうえに後期高齢

者に支援金を支出している。市町村国保の給付費等の 50％を公費（国，市町村）により賄

われており，後期高齢者も約５割が公費により賄われている。このように日本の医療保険制

度は，歴史的経緯もあって制度そのものがきわめて錯綜しており，とりわけ「保険と税」と

いう異なる財源が混然一体のかたちで投入され，制度の趣旨をきわめて不確実なものにし

ている（広井良典[1999]，p.74）。 

これに対し韓国でも歴史的経緯から錯綜した制度であったが，1989 年に国民皆保険が実

現して以降，健康保険の管理運営体系，財政運営の統合にむけた議論が活発化し，1999 年

には金大中政権の下で「国民健康保険法」が国会で成立し，これにより，管理運営体系，財

政運営を統合推進する基盤が整った。2000 年にすべての管理運営業務が国民健康保険公団

に一元化され，2003 年には廬武鉉政権の下で財政の一元化が行われ，完全に一元的な医療

保険システムへ移行した。この国民健康保険公団に一元化された公的医療保険の財源は基

本的に保険料であるが，法律で政府支援の規模が定められるシステムになっており，2006

年に「国民健康保険法」と「国民健康推進法」が改定され，健康保健への政府支援の規模が，

保険料予想収入の 20%に縮小された。このように韓国では管理運営業務が国民健康保険公

団に一元化され財源は保険料と税であるが，政府支援の規模を保険料予想収入を基礎に決

定することになっている。しかし韓国においても租税を公的医療保険に如何なる位置づけ

で投入するかについて明確でないまま今日まできたことは日本と状況は同じである。 

このように制度においては日本の公的医療保険は錯綜しているのに対し，韓国は管理運

営業務が国民健康保険公団に一元化されたが，公的医療保険に対して保険料と租税という

異なる財源を如何なる位置づけで投入するかについて明確でない点については韓国と日本
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は共通した課題をかかえている。本来は保険料を基礎的な財源とするように制度設計され

た公的医療保険において，今後，租税を財源とする国庫支援をどのような考え方で投入する

ことが望ましいのだろうか。この考察を行うにあたり広井良典[1999]が優れた論理を提示し

ている。 

広井良典によると社会保障に関連するふたつの機能として，「所得再分配（所得移転）」の

機能と「リスクの分散」のふたつが挙げられる[図７－８]（広井良典[1999]，p.105）。 

  

[図７－８ 社会保障の機能] 

所得再分配（所得移転）－所得の移転を通じ一定以上の生活をすべての人に保証する 

             ・・一般財源（税） 

            （例：公的扶助，年金の基礎的部分，老人医療福祉） 

リスクの分散（＝保険）－起こりうるリスクに共同で備える 

      市場の失敗（逆選択）が生じやすいもの➡社会保険 

            （例：若年者の医療）     １ 強制加入 

                           ２ 平均保険料方式 

市場の失敗（逆選択）が生じやすいもの➡民間保険 

            （例：年金の所得比例部分）  １ 任意加入 

                           ２ リスク比例保険料 

（出所）広井良典[1999]，p.105 

 

この考え方をふまえて広井良典は以下のように述べている。 

 

 医療の場合，若年者と高齢者とではリスクの構造の大きな相違があるため（年間平均医療

費で約５倍の相違），両者を同一の保険制度に入れるのには基本的な困難がある。そこで，

上記のような「保険と税」の機能の違いを峻別し，高齢者医療については税，若年者医療に

ついては保険という振り分けを行うことを通じ，制度の性格やお金の流れを明確なものに

していくのが妥当でないかと筆者は考えている（広井良典[1999]，p.188）。 

 

 そして広井良典は日本について，「組合健保，政管健保，国保」は保険原理を徹底し，「老

人医療・福祉制度」は租税を投入することを提案している（広井良典[1999]，p.89）。本論

文はこの広井良典の提案は日本について妥当であると基本的に同意するとともに，韓国の

公的医療保険における税と保険料のあり方の方向性においても広井良典の考え方は活用で

きると評価する。[図７－３]の日本の状況に即して再確認を行うなら，勤労世代が対象であ

る地域保険の国民健康保険と職場保険の被用者保険においては保険料を財源として保険原

理を徹底し，後期高齢者に対しては租税を投入することを意味する。また韓国では管理運営

業務が国民健康保険公団に一元化されているが，地域保険の国民健康保険と職場保険の被
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用者保険においては保険料を財源として保険原理を徹底し，高齢者に対しては租税を投入

することでは日本と同様である。しかし実際に広井良典が提案する制度設計を行うなら，現

実には以下の２点の課題が生じる。 

第一に，韓国と日本において若年層であっても失業などによる無所得者や非正規労働者

が現実に一定の広がりをみせるなど，労働市場の問題のゆがみがあまりに大きく，広井良典

が提案する「若年層の医療福祉－社会保険，老人医療福祉－一般財源（税）」を原則とした

時に，勤労世代であっても非正規労働者などの低所得者は保険料の支払いが容易でない。韓

国と日本では 1990 年代以降，長期安定雇用が崩れて解雇が以前より行われやすくなってい

るうえに，日韓共に雇用保険が失業者を支えるのに十分なものといえない状況がある。また

非正規労働者の比率が以前より高く，低賃金のうえ，解雇されやすい。日本における公的医

療保険の資格証明書交付世帯は 17 万 2 千世帯におよんでいる（2017 年）[図５－３]。本論

文は勤労世帯が保険料を財源とする社会保険を原則とする広井良典[1999]の提案に同意す

るが，勤労が可能な世代であっても失業者や低賃金の非正規労働者の保険料の減免分につ

いては租税の投入は避けられないと考える。 

 第二に，広井良典がこの提案を行ったのは 1999 年で，この当時よりも日本の高齢化は急

速に進み，広井良典[1999]の提案を 2019 年予算ベースで実現するためには約 11 兆円の公

費が不足する。令和元年度予算ベースの[図７－５]「日本の医療保険の財源構成」をもとに

計算すると，公費は後期高齢者 7.7 兆円，国保分公費 3.3 兆円，協会分公費 1.0 兆円を合わ

せて約 12 兆円が投入されている。これに対し広井良典[1999]の提案のとおり高齢者の医療

保険の財源を全額公費で賄うためには，前期高齢者 6.9 兆円，後期高齢者 16.3 兆円の合計

23.2 兆円が必要で，令和元年を基準にするなら（23.2 兆円－12 兆円）で約 11 兆円の追加

公費が必要になる。それでも本論文は広井良典[1999]の考え方は普遍性をもち現在において

も実現に努めることが望ましいと評価するが，いかに広井良典の問題提起が優れていても

高齢者医療に投入する公費の財源がなければ現実性がない。 

 

６－２ 公的医療保険への租税投入と財政  

 以上の広井良典[1999]の提案とその一部修正を前提に公的医療保険への租税の投入の余

地について検証を行う。再確認するが地域保険の国民健康保険と職場保険の被用者保険に

おいては低所得層を除いて保険料を財源として保険原理を徹底し，高齢者と低所得者に対

しては租税を投入することを前提とする。 

 まず上記の原則に従い地域保険の国民健康保険と職場保険の被用者保険においては，保

険料を免除する低所得層を除いて，保険料を財源として保険原理を徹底するので，低所得者

などの保険料の免除者を除いて現状の徴収基準を基礎に保険料を漸進的に上げていく。広

井良典[1999]の提案に従い高齢者の医療費を地域保険の国民健康保険と職場保険の被用者

保険から切り離したので，地域保険と職場保険については医療費が増大する余地が小さい

うえに，低所得層は租税において負担することを原則とするなら，所得に応じて保険料を漸
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進的に引上げることに問題はない。 

 問題は高齢者と低所得層の医療費を無償にする場合に投入する租税の財源である。医療

費の増大は高齢者の増加によるところが大きいので，広井良典[1999]の提案を基礎とした時

には医療費の増大は租税の投入が増大していくことを意味する。本論文はこの医療費の増

大にともなう租税負担の増大に対して，所得税を軸とする増税により財政規模を拡大して

大きな政府へと舵を切って社会保障予算を拡大し，社会保障予算拡大にあわせて公的医療

保険への租税の投入を増大させる案を提示する。 

 まず韓国と日本の国民負担率は OECD 諸国の中で低水準である[図７－９]。 

 

[図７－９ 国民負担率（対国民所得比）の国際比較] 

 

（出所）財務省ホームページ（2020 年 4 月 20 日最終アクセス）。 

 

韓国と日本の国民負担率はアメリカよりは高いが，フランス，イギリスなど西ヨーロッパ

諸国と比較すると低水準にある。特に韓国と日本は租税負担率が低く，アメリカとほぼ同水

準にあり，この低水準にある租税負担率を引上げることなしに公的医療保険を含めた社会

保障予算を増大させることは容易ではない。第６章で検証したように韓国は予算における

経済開発費と国防費の比率が高く，社会保障予算の比率が低い。韓国は北朝鮮との対立が継

続する中で国防費に一定の予算を割くことは避けがたいとはいえ，租税負担率と社会保障

予算の二重の低さが結果として西ヨーロッパ諸国と比較して，社会保障予算の低水準を招
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いてきたことは否めない。このように韓国については予算配分の問題が加わるが，韓国と日

本は共に租税負担率がヨーロッパ諸国と比較して低い。これを引上げることにより社会保

障予算を増大し，それにあわせて公的医療保険への租税の投入を増大できる可能性がある。 

 では，租税負担率を向上させるためには，特にどの租税に対して優先的に課税強化を行う

ことが望ましいだろうか。韓国と日本の歳入において所得税，法人税，付加価値税が主要な

項目であることをふまえると所得税を軸としながら，法人税と軽減税率を適用した付加価

値税の課税強化により財政規模を大きくする方案を本論文は提示する。これにあたり 1980

年代から現在に至る韓国と日本における所得税の最高税率と付加価値税率の変遷について

確認する[表７－１２]。 

 

[表７－１２ 韓国と日本における所得税の最高税率と付加価値税率の変遷] 

 所得税最高税率 付加価値税率 

 韓国 日本 韓国 日本 

1985 年 70％ 

（1977～94 年） 

70％ 

（1984～86 年） 

13％基本税率 

（1977～88 年） 

0％ 

 

1995 年 40％ 

（1994 年改訂） 

50％ 

（1989～98 年） 

10％ 

（1988 年改訂） 

3％（1989 年消

費税導入） 

2005 年 35％ 

（2005 年改訂） 

37％ 

（1999～2006） 

10％ 5％ 

（1997 年改訂） 

2015 年 33％ 

（2010 年改訂） 

40％ 

（2007～2014） 

10％ 8％ 

（2014 年改訂） 

2019 年 42％ 

（2018 年改訂） 

45％ 

（2015 年～） 

10％ 10％ 

（2019 年改訂） 

注）韓国では 1977 年～1988 年の間，基本税率 13％，弾力税率 10％であった。 

  日本では 2019 年 10 月の消費税改定時に食料品と新聞に 8％の軽減税率が適用された。 

（出所）企画財政部「2010 年徴税概要」，「2016 年徴税概要」，「2017 年徴税概要」，「2018

年徴税概要」および財務省ホームページをもとに筆者作成 

 

租税負担率を引上げるうえで特に所得税を軸とする増税を示す根拠は以下の３点である。 

 第一に，国際的な所得税引下げの動きをうけながら韓国と日本の所得税率はこの間，大幅

に引き下げられてきた[表７－１２]。[表７－１２]における韓国と日本の所得税の最高税率

において顕著なのは，日韓両国ともに 1980 年代から 2000 年代初頭にかけて所得税の最高

税率は約半分近くまで引下げられ，2010 年前後に韓国で 33％，日本で 40％と最低を記録

した後，若干引上げられて現在に至っているというほぼ同様の変化を遂げてきた点である。

このような韓国と日本における所得税率の引下げは，1980 年代にアメリカ・レーガン政権

とイギリス・サッチャー政権が行った所得税減税の余波を受けたものである[図７－１０]。 
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[図７－１０ 主要国の所得税率の推移] 

 

 

（出所）財務省ホームページ（2020 年 4 月 25 日最終アクセス） 

 

 最高税率の引下げにともなってすべての所得帯において所得税の税率は引下げられてき

たので，このような税率の引下げは大幅な所得税の減収をまねいてきた。これに対し付加価

値税は韓国においては 1988 年から 10％が継続して変化がないが，日本では 1989 年に 3％

の消費税が新たに設けられて以降，現在に至るまで税率は一貫して引上げられてきた。韓国

では基幹３税のうち付加価値税率は 10％と変わらず，所得税と法人税は引下げられてきた

ので，租税負担率は下落して元来小さな政府はさらに小さくなってきた。このように日本と

韓国はこの約 30 年間，大幅な所得税減税を行っており，特に日本においてはこれが財政赤

字の要因になってきた。財政赤字の削減のためにも，公的医療保険をはじめとする社会保障

予算の確保のためにも，所得税の課税強化による徴税能力の回復は避けられない課題では

ないか。 

第二に，所得税は日韓両国ともに累進課税になっているので所得税率の引き下げと韓国

における付加価値税の維持，日本における消費税の引上げは所得再分配機能を弱める結果
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を生んだ。日本では最高税率が 1984 年（昭和 59 年）～1986 年（昭和 61 年）には 70％で

あった最高税率が 2007 年（平成 19 年）～2014 年（平成 26 年）には 40％まで引下げられ

た。これは高所得者の税負担をやわらげ，財政の所得再分配機能を弱める結果を生むことに

なった。 

 第三に，韓国と日本において所得税率の引上げによる課税強化も課題であるが，所得税控

除の廃止による徴税能力の回復についても検討の余地がある。 

日本における所得税は他の先進国と比較して，税率は大きく変わらないが，課税ベースが

かなり低い。下野恵子によると「標準世帯で年収 700 万円の場合，日本の課税ベースは４

割を切るが，アメリカの課税ベースは７割，イギリスは９割であり，日本の課税ベースは非

常に小さい。課税対象となる所得（＝課税ベース）を縮小させているのは，日本の所得税制

に含まれる数多い所得控除や特例である。逆に課税ベースが収入の９割になるイギリスの

税制には基礎控除以外，高齢者と障害者に対するわずかな控除しか存在しない。」（下野恵子

[2017]，p.259）。 

これは韓国も同様で，国税減免率の高さについてカン ビョングが「高所得者，高額資産

家，大企業に集中した徴税減免と脆弱な累進性も徴税負担率を下げる要因である」（カン 

ビョング[2018]p.211）と述べているように，韓国で所得控除をはじめとする国税の減免の

規模が非常に大きいことは第７章で述べた[表７－１３]。所得税制に含まれる所得控除や特

例は韓国では日本以上に多岐にわたり，これが韓国の課税ベースを下げている。 

そして下野恵子は基礎控除以外の数多くの人的控除は，特定のグループに対する税制上

の優遇であり，税制に求められる“中立”，“公正”に反する（下野恵子[2017]，p.258）と

述べている⁽⁵⁾。人的な控除を廃止することは所得税の課税強化による税収の増加をもたら

すだけでなく，税制における中立性，公正性を回復できる。段階的な人的な控除の廃止は検

討の価値があると思われる。 

 また諸富徹は所得税が重すぎると「労働インセンティブが妨げられる」と批判されるが，

これは暗黙のうちに「代替効果＞所得効果」という関係を仮定しており，実証研究によると

女性労働については該当するが，男性については該当しないと述べている⁽⁶⁾（諸富徹[2016]，

pp180－181）。 

 このように韓国と日本においてこの間，所得税減税が大幅に行われてきたことにより税

収が減少したうえに所得再分配機能が低下してきた。このような現実をふまえると国民負

担率の向上は所得税を軸に行うことが合理的である。 

 本論文は高齢化と医療技術の進歩などにともなう医療財源の不足に対して，公的医療保

険の財源のために国民負担率を引上げる必要性から検証を行ってきた。国民負担率は租税

と保険料の合計を国民負担として計算を行い，韓国と日本における基幹税は所得税，法人税，

付加価値税である。公的医療保険の財源のためのみならず高齢化の進行に加えて経済格差

が深刻な現在の韓国と日本において国民負担率を引上げるためには，所得税，法人税，付加

価値税，保険料のすべてを引上げていくことは避けられない。 
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 この認識を前提に企業収益に課税する法人税を除外した家計が負担する所得税，付加価

値税，保険料の引上げにあたっての考え方を提示する。持田信樹は日本の社会保険料につい

て逆進的な構造になっていることを示している[表７－１３]。 

持田信樹は日本の状況について，このような逆進性の背景として次の３点に留意すべきで

あると述べている。第一に，所得税は超過累進課税率が適用されるが，社会保険料は所得が

低くても一定の保険料が適用される。第二に，保険料算定の対象となる給与収入には上限が

あり，一定の年収を超えると据え置かれるので高所得層の負担は頭打ちになる。第三に，社

会保険制度は低所得者や無職者でも加入できるように工夫した仕組みであるが，非正規雇

用の労働者が増大する中で，被用者保険制度の適用から排除されている者が増大している

（持田信樹[2019]，pp.188－189）。 

 

[表７－１３ 社会保険料の所得階層別負担] 

等価所得階層 世帯平均所得（万円） 世帯平均消費（万円） 社会保険料負担率 

Ⅰ 316.28 286.65 14.4％ 

Ⅱ 450.72 292.33 13.0％ 

Ⅲ 544.54 295.06 11.8％ 

Ⅳ 663.89 352.06 12.2％ 

Ⅴ 732.26 402.69 12.1％ 

Ⅵ 815.75 402.37 12.2％ 

Ⅶ 900.35 374.88 12.0％ 

Ⅷ 996.48 403.66 11.9％ 

Ⅸ 1140.35 413.88 12.0％ 

Ⅹ 1797.15 512.26 9.4％ 

平均 835.78 373.59 12.1％ 

（出所）持田信樹（[2019]p.188），「国民生活基礎調査」（平成 26 年，世帯票，所得票）の

個票データより持田信樹が作成 

 

 この持田信樹が示したデータと指摘は高齢化にともなう医療費の増大には保険料よりも

所得税のほうが適していることを示している。つまり高齢化にともなう医療費の増大にあ

わせて現行の制度のまま保険料を引上げると，保険料は所得が低くても保険料が適用され

るために低所得者の負担を相対的に重くし，これに非正規労働者の増大などによる総賃金

の低下が加わって公的医療保険の資格を停止される世帯が増大するうえに，保険料は算定

の対象となる給与収入には上限があるために保険料の引上げの割には増収が少ない。これ

に対して所得税は基礎控除があるために一定以下の低所得層は所得税額がゼロになるうえ

に，算定の対象となる給与収入には上限がないために所得が増えるほど課税額が増額する

ので，保険料と比較して増収が可能である。日本において資格証明書交付世帯数が 17 万 2
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千世帯に及んでいる実態（2017 年）は，このような現行の保険料制度の問題点がすでに顕

著に表れていることを示している。 

 そして持田信樹[2019]が示したデータと指摘は，広井良典[1999]を基礎に本論文が修正し

た公的医療保険の財源に関する提案が妥当であることを示している。つまり医療技術の進

歩などによる低所得者を除く勤労世代の医療費の増大については地域保険と職場保険の保

険料を引上げることにより補填しても問題はなく，高齢化にともなう医療費の増大は所得

税を軸として法人税，軽減税率をともなった付加価値税の増税により確保していくことが

現実的な選択肢ではないか。これにすでに述べた医薬品の再検証による医療費抑制と非正

規労働者の正規化や総賃金の引上げなど労働市場の改善の努力が加わるなら，税率引上げ

と控除廃止などによる増税と保険料引上げとの相乗効果が期待できる。 

 

第 7 節 日本の今後の医療財源の試算 

 以上の議論をふまえて日本における医療財源の試算を示す。 

 まず日本政府は『2040 年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）平成 30 年 5 月

21 日』（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省）を発表している[図７－１１]。 

 

[図７－１１ 社会保障給付費の見通し（経済：ベースラインケース）] 

 

（出所）内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省[2018]『2040 年を見据えた社会保障の将

来見通し（議論の素材）平成 30 年 5 月 21 日』。 
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 [図７－１１]によると 2018 年度には 39.2 兆円であった医療費は，2025 年に現状投影で

48.7 兆円と 1.24 倍に，2040 年には 68.3 兆円と 1.74 倍に増大すると試算している。 

[表７－１４]が平成 29 年度の医療保険制度の財源構成である。 

 

［表７－１４ 医療保険制度の財源構成 平成 29 年度］         単位：兆円 

 医療費 患 者 負

担 

給付費 前期高齢

者 

前 期 財

政調整 

後期高齢

者支援金 

公費 

協会健保 ６．８ １．５ ５．３ １．０ １．３ ２．０ １．１ 

組合健保 ４．６ １．０ ３．６ ０．３ １．２ ２．１ ０．０ 

共済 １．３ ０．２ １．０ ０．０ ０．４ ０．６ ０．０ 

被用者計 １２．９ ２．８ １０．０ １．４ ２．９ ４．８ １．１ 

国保計 １１．２ １．９ ９．３ ５．４ －３．１ １．４ ４．３ 

若人計 ２４．１ ４．７ １９．４ ６．８ － ６．２ ５．５ 

後期高齢者 １６．０ １．２ １４．７ － － － ７．４ 

医療保険計 ４０．２ ６．０ ３４．１ － － － １３．０ 

注：被用者計には日雇特例と船保が含まれる。前期高齢者は給付費のうちの前期高齢者の数

値。前期財政調整は被用者保険から国保への支出。 

（出所）厚生労働省保険局調査課[2019]『医療保険に関する基礎資料平成 29 年度の医療費

等の状況（令和元年 12 月）』を筆者が再構成。 

 

本論文が提示した「地域保険の国民健康保険と職場保険の被用者保険においては低所得

層を除いて保険料を財源として保険原理を徹底し，65 歳以上の高齢者に対しては租税を投

入する」案が実現と仮定して，この[表７－１４]をもとに組み替えた場合に，以下のような

試算が可能である。[表７－１４]において勤労世代（若人）から後期高齢者への支援金が 6.2

兆円，前期高齢者の給付費が 6.8 兆円であるので，合計 13 兆円勤労世代（若人）の保険料

は減額され，同額の 13 兆円の公費を公的医療保険に支出する必要がある計算になる。 

本論文は保険料負担軽減によるこの約 13 兆を，所得税を軸とする増税によって賄うこと

を主張した。[表７－１５]は令和元年度一般会計歳入の構成である。 

 

 [表７－１５ 令和元年度一般会計歳入の構成]            単位：兆円，％ 

 所得税 法人税 消費税 その他税収 税収計 公債金他 合計 

金額 19.9兆 12.8兆 19.3兆 10.3兆 62.5兆 38.9兆 101.4兆 

比率 19.6% 12.7% 19.1% 10.2% 61.6% 38.4% １００％ 

（出所）財務省ホームページ「令和元年度一般会計歳入の構成」（2020年 11月 16日最終ア

クセス）を筆者が再構成 
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 この 13 兆円の規模は令和元年度の歳入の税収 62.5 兆円に対して 20.8%にあたり，本論

文が提示した案に財源構成を改編すると約 20.8%ものの増税が必要になる。この増税は決

して小さい規模ではない。しかし本論文が提示した案に財源構成を改編すると同規模の保

険料の負担は軽減されるので，医療財源の改編にともなう保険料軽減と増税を同時に行う

ことにより増税への理解をえることは可能ではないか。 

 さらに平成 29 年（2017 年）の実績を基礎に，『2040 年を見据えた社会保障の将来見通し

（議論の素材）平成 30 年 5 月 21 日』（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省）[図７－１

１]における 2027 年の予想とあわせると以下のような試算が可能である[表７－１６]。 

 

[表７－１６ 日本における将来の医療費，患者負担，給付費，公費の試算] 単位：円 

 2017 年度と比較 医療費 患者負担 給付費 公費 

医療保険（2018 年）   － 40.2 兆 6.0 兆 34.1 兆 23.8 兆 

２０２５年度試算 ７．５％増 43.215 兆 6.45 兆 36.657 兆 25.585 兆 

２０４０年度試算 ８．６％増 43.657 兆 6.516 兆 37.032 兆 25.846 兆 

（出所）厚生労働省保険局調査課[2019]と内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省[2018]

をもとに筆者作成 

 

 内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省[2018]の将来見通しにおいても今後の医療費の

増大は明らかで，高齢化にともなう医療費の増大は勤労世代から徴収した保険料を財政調

整で高齢者の医療費に転嫁する規模が増々増大させる。これは保険料の支払いへの疑問を

生じさせるとともに，保険料を財源とする制度の意義を毀損させることになる。そのような

ことにならないとめにも広井良典[1999]が提起した「勤労世代は保険料，高齢者の租税」を

原則とした制度への転換が求められているのではないか。 

 

第 8 節 自主的納税倫理への転換と公共性 

第５節と第６節における検証を総括的に整理する。 

 まず今後，日韓両国ともに高齢化と医療技術の進歩などによる公的医療保険の財源不足

は避けられない。これに対して日本において実際に行われてきた診療報酬の改定率の引下

げのような総額抑制は医療の質の低下をまねきかねず，これ以上の自己負担の増額は公的

医療保険の存在意義を損ないかねない。そこで所得税を軸としながら法人税，軽減税率をと

もなった付加価値税の増税および保険料の漸進的な引上げを行うことにより国民負担率を

向上させながら，医薬品の再検証や非正規労働者の正規化や総賃金の引上げなどの労働市

場の改善に努める方案を提示した。 

 しかし現実的には韓国と日本において，これらの増税を実現するためには避けられない

障害が存在する。それは国民の増税への拒否感である。韓国において国民の拒否感が増税の

妨げになってきたことは第７章においてすでに述べたが，国民の増税への拒否感が強いの
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は日本も同様である。増税への拒否感の強さは，韓国においては公的医療保険への租税の投

入を含む社会保障予算の低水準を招いて「低負担，低給付」の主要要因になってきたのに対

し，日本では公的医療保険の一定の給付水準が維持されて社会保障費が膨張する「低負担，

中給付」を国債の発行の増大により補填してきた。韓国における社会保障の低水準，日本に

おける国債発行の増大と問題の現れ方は異なっても，増税への拒否感が強いことにより本

格的な増税が回避されてきたことについては日韓両国において共通している。日本につい

ては消費税の増税はこの間行われてきたが，消費税引上げを上回る所得税の引下げと社会

保障費の膨張が財政赤字の要因になってきたことは梅原英治[2013]の研究が示していると

おりである。また日韓両国においてこの間ほぼ一貫して保険料は漸進的に引上げられてき

たのに対して，所得税を軸とする減税が行われてきたのも国民の増税に対する拒否感と無

関係とはいえないだろう。 

 この国民の増税に対する拒否感を克服するにあたり「租税を国家権力による『苛斂誅求』

とみる納税倫理から，市民がその必要性を自覚して租税を負担する自主的納税倫理への転

換」（諸富徹[2016]，p172）が韓国において求められることを第７章において論じたが，こ

れは日本においても同様の課題である。日本においても「租税を国家権力による『苛斂誅求』

とみる納税倫理」が強いために国民の増税に対する拒否感が強くて歳入の増大に見合った

増税を実行できないできたことにより国債残高発行が増大してきたといえるのではないか。 

 この「市民がその必要性を自覚して租税を負担する自主的納税倫理への転換」（諸富徹

[2016]，p172）による増税は，本論文の主要な主題である医療における公共性にとり以下の

意味において本質的な課題である。 

 第一に，平等型の医療制度を実現，維持するという恩恵を受けるためには，租税と保険料

の負担という責任を引受けることが避けられない。本論文第２章から第４章において混合

診療を禁止して私的負担（実損型民間保険・自己負担）よりも公的負担（税・保険料）を主

要な財源とする平等型の医療制度が生存権の保障と経済的な利益と社会的な存続にとり適

切であると論じた。この平等型の医療制度の実現，維持には公的負担（税・保険料）を主要

な財源とすることが不可欠であり，韓国と日本において高齢化と医療技術の進歩により医

療費が増大する現実が存在する以上，公的負担（税・保険料）の引上げが不可欠である。そ

して公共性を基礎とする平等型の医療制度を実現，維持するという恩恵を受けるためには，

租税と保険料の負担を担うという責任の自覚が不可欠である。公共性を基礎とした制度を

実現，維持するための責任を市民が負うという公共の意識の共有が公共性を基礎とした制

度の構築，存続の基礎になるのである。 

 ただし 1990 年代から現在に至る韓国と日本の労働市場の実態はかなり過酷で，現在の労

働市場において租税と保険料の負担を担うという責任の自覚を，フルタイムで働いても生

活費でほとんど賃金がなくなる非正規労働者などのワーキングプアに求めるのは過酷であ

るとの感は否めない。保険料とは異なり所得税には基礎控除があり一定以下の所得の労働

者は非課税になるが，フルタイムで働いても生活費ぎりぎりの賃金でも所得税は少額課税
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される。賃金がすべて生活費にまわる非正規労働者に所得税増税への同意を求めることは

過酷にすぎないのではないか。このような労働市場の改善への努力は公的医療保険の財源

の確保のためにも不可欠である。 

 第二に，自主的納税倫理への転換には納税により社会保障などを充実させる過程で政府

と市民が租税の使い道や社会保障のあり方について対話を行い，同意を形成する政策の形

成・評価プロセスが不可欠である。ヨーロッパ諸国が社会保障を拡大するにあたって議会を

中心とする国民的な議論を経て増税を行ってきたことは良く知られている。島崎謙治はス

ウェーデンの医療政策の形成・評価プロセスは優れていると述べたうえで，スウェーデンで

は，①問題の所在をデータに基づき分析し政策を練り上げ，②政策案を公表し，国民の意見

を幅広く聴取した上で実施し，③実施した後，所期の成果が上がったかという評価を行い，

④それを踏まえ，修正すべきところは修正し，成果が上がっていなければ政策の廃止も躊躇

しないと述べている（島崎謙治[2011]，p220）。国民負担率においてスウェーデンが 56.9％

であるのに対して，日本は 42.6％，韓国は 37.8％である[図７－９]。スウェーデンにおいて

国民が租税と保険料の高負担に同意しているのは，島崎謙治[2011]が紹介している医療政策

を含めた政策の形成・評価プロセスと無関係ではないと思われる。政府が政策を練り上げて

政策案を公表し，国民の意見を幅広く聴取した上で実施し，所期の成果について評価を行っ

て修正すべきところは修正するという市民参加の政策の形成・評価プロセスを経る中で，市

民が租税負担の必要性を自覚する可能性が芽生えるではないか。 

 この間の韓国と日本の医療政策の形成・評価プロセスはスウェーデンのそれとはほど遠

い。島崎謙治[2011]はスウェーデンの医療制度改革からの直接的な政策的示唆は限られてい

る（島崎謙治[2011]，p221）と述べている。スウェーデンの主要な医療財源が租税であるの

に対し，韓国と日本は保険料であるのでスウェーデンの経験からの政策的示唆は限られて

いるのは当然である。しかし国民への情報公開と国民的な議論を基礎とする合意形成によ

る医療政策の形成・評価プロセスそのものはまさに韓国と日本が学ぶことができると思わ

れる。 

 第三に，韓国と日本の資本主義の発展過程において，かつてのような高度経済成長期では

なく，経済成長率の停滞傾向が継続して少子高齢化が進むことによる諸問題と向きあう必

要がある現実を直視し，これを社会全体が共有することが課題ではないか。かつて京都大学

で財政学を講じていた島恭彦は，資本主義の発展過程と税制の発展過程には密接な関係が

あり，租税構造の変動を資本主義経済の動態分析と結びつけて理解することの重要性を強

調していた。租税構造はその根本において資本主義経済の発展とともに経費が膨張するこ

とで変化をせまられる（諸富徹[2016],pp.174－175）。韓国は 1960 年代から 1980 年代の開

発独裁期には「経済成長率と国際競争力の維持はあらゆる政策課題を凌駕する至上命題で

あった。」（李蓮花[2011]，p102）中で低賃金による輸出主導型による急速な経済成長を成し

遂げ，その発展段階に見合った税制と予算配分が行われた。本論文が論じてきた公的医療保

険における「低負担，低給付」はこのような開発独裁による経済成長最優先の発展過程にお
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ける所産の一部である。また日本も 1950 年代後半からの高度成長期を経て，1970 年から

1980 年代までの安定成長期までは高い経済成長率を実現したが，バブルがはじけて平成不

況に突入した 1990 年代以降は内需が継続して低迷してきた。このような中で日韓両国にお

いて規制緩和，構造改革により経済成長を試みられその一環として新自由主義的医療改革

も議論されたが，規制緩和，構造改革がかつての高度成長期のような経済成長をもたらして

こなかった。少子高齢化の進行と経済停滞に直面しながら，国家財政の規模が小さく社会保

障予算の低水準が続く税制のあり方は，日韓の社会の各方面に社会問題を引き起こしてい

る。公的医療保険における財源不足の問題は現代における日韓両国の資本主義の発展過程

に見合った税制への転換がなされてこなかったことにより発生する問題の一つにすぎない

のではないか。 

 

第７節 小括 

第７章の結論は以下のとおりである。 

 第一に，韓国と日本の公的医療保険の財源問題について比較を行った結果，以下のような

顕著な違いが存在する反面，共通点も確認された。まず日韓両国では高齢化や医療技術の進

歩により医療費が増大してきたが，保険料が引上げられてきたにもかかわらず総賃金の低

下や非正規労働者の増大などにより保険料収入は低迷した。このような医療費の増大と保

険料収入の低迷は日韓両国の公的医療保険に異なる影響を与えた。韓国では社会保障予算

の低水準がそのまま公的医療保険の給付の低水準をまねいて「低負担，低給付」の状態が継

続してきたために，財源不足が発生してこなかった。これに対し日本では一定水準の給付を

行ってきたにもかかわらず消費税増税をうわまわる所得税，法人税の減税を行う「低負担，

中給付」であったために，深刻な財源不足を引き起こし，その財源不足を近年は実質的に国

債発行により賄ってきた。 

第二に，韓国と日本に共通して存在する保険料滞納による保険給付差し止め者の問題に

ついて，分析の結果，生存権の保障と経済的・社会的な公益の観点から低所得者の保険料は

免除することが望ましいといえる。その根拠は次のとおりである。まず保険料長期滞納者に

資格証明書を発行して，事実上の無保険者にしても，このペナルティーが現実的に保険料の

納入を促進しない。保険料長期滞納者のほとんどは無収入か，低所得者により保険料の支払

いが困難な人たちである。次に公的医療保険は民間医療保険とは違い，「給付反対給付均等

の原則」と「収支相等の原則」を基礎に制度の設計がなされているわけではなく，公共性を

基礎とした判断に基づいて保険料を設定できるのである。さらに資格証明書を発行して事

実上の無保険者を生みだすことは，生存権の保障のための制度である公的医療保険として

の責任を放棄していることに等しい。 

第三に，韓国と日本の医療保険制度において保険と税という異なる財源が混然一体のか

たちで投入され，制度の趣旨をきわめて不確実なものにしている実態に対して以下の方案

を提示した。広井良典[1999]が述べているように医療の場合，若年者と高齢者とではリスク
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の構造の大きな相違があるため（年間平均医療費で約５倍の相違），高齢者医療については

税，若年者医療については保険という振り分けを行うことが望ましい。ただし日韓両国にお

いて若年層であっても非正規労働者などを中心にワーキングプアが現実に一定の広がりを

みせるなど，労働市場の問題のゆがみがあまりに大きいことを考慮すると勤労世代であっ

ても低所得層の保険料を減免，免除するための租税の投入は避けられない。したがって勤労

世代が対象である地域保険の国民健康保険と職場保険の被用者保険においては低所得層を

除いて保険料を財源として保険原理を徹底し，後期高齢者と低所得層に対しては租税を投

入する方案を提示した。 

第四に，日韓両国ともに高齢化と医療技術の進歩などによる公的医療保険の財源不足は

避けられない中で，今後医療財源を確保するために以下の方案を提示した。日本において実

際に行われてきた診療報酬の改定率の引下げのような総額抑制は医療の質をまねきかねず，

これ以上の自己負担の増額は公的医療保険の存在意義を損ないかねない。そこで所得税を

軸としながら法人税，軽減税率をともなった付加価値税の増税および保険料の漸進的な引

上げを行うことにより国民負担率を向上させながら，医薬品の再検証や非正規労働者の正

規化や総賃金の引上げなどの労働市場の改善に努める方案を提示した。所得税を軸として

国民負担率を引上げることが望ましい理由は次のとおりである。日韓両国において実際に

この間大幅な所得税減税が行われこれが両国の財政赤字の主要因になってきた。また逆進

性をともなう付加価値税や保険料と比較して，所得税は累進課税になっている。さらに日韓

両国では控除の廃止による所得税増税の余地が大きい。 

 第五に，日韓両国において所得税増税を軸とした増税と保険料の漸進的な引上げを組合

わせることにより増大する医療費を賄うためには，市民の増税への拒否感を克服して市民

がその必要性を自覚して租税を負担する自主的納税倫理への転換が必要である。日韓両国

では経済成長率と国際競争力の維持はあらゆる政策課題を凌駕する至上命題であったため

に租税が経済成長をはかる政策のために優先的に使われて，国民が直接的に恩恵を享受で

きる社会保障への配分が相対的に後回しされたことなどにより，租税を国家権力による『苛

斂誅求』とみる納税倫理が定着してきた。このために公的医療保険への租税の投入を含めた

社会保障の拡大を政治家が選挙公約にしながら，その財源となる増税を掲げないために韓

国では社会保障は低水準にとどまり，日本ではなし崩し的に累積国債発行残高が増大して

きた。ただし日韓両国のワーキングプアの広がりを考慮すると，自主的納税倫理への転換に

は労働市場の改善が求められる。 

 多くの先行研究は公的医療保険の財源について検証するにあたり，公的医療保険の枠内

で検証する傾向が強いために診療報酬の改定率の引下げのような総額抑制，自己負担の増

額，保険料の引上げといった点を軸に検証される傾向が強い。しかし本論文は公的医療保険

の財源との関連においてあえて労働市場の問題と財政の問題を検証の対象にいれた。公的

医療保険の財源不足はむしろ労働市場の変化による保険料収入の減少や所得税減税による

租税負担率の低下，停滞といった財政が抱える問題の反映といった側面があるのを否定し
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きれない。労働市場の変化や所得税減税といった財政がかかえる問題が公的医療保険の財

源に悪影響を与えてきたなら，これらの諸条件の改善なしに公的医療保険の枠内だけで解

決を検討しても限界があるのは必然である。特に高齢者は勤労世代の約５倍の医療費がか

かるのに対して所得は高齢にともない皆無に近くなるので，保険料の引上げで増大する高

齢者の医療費をまかなうのは現実的ではないことを考慮すると，公的医療保険の財源を検

証するにあたり所得税などの財政を検証の対象にいれることは必然のことである。 

 公的医療保険の財源問題は本論文の主要な主題である医療における公共性にとり，公共

性を基礎とする平等型の医療制度を実現，維持するという恩恵を受けるためには，租税と保

険料の負担を担うという責任の自覚が不可欠であるという意味において重要な意味をもつ。

平等型の医療制度の実現，維持には公的負担（税・保険料）を主要な財源とすることが不可

欠であり，韓国と日本において高齢化と医療技術の進歩により医療費が増大する現実が存

在する以上，公的負担（税・保険料）の引上げが必要である。そして公共性を基礎とした制

度を実現，維持するための責任を市民が負うという公共の意識の共有が公共性を基礎とし

た制度の構築，存続の基礎になると思われる。 

 

[注] 

（１）日本の主要な保険財政の概況は長谷川千春[2016]を参考にした。これについての詳 

  細は長谷川千春[2016]を参照。 

（２）「疾病喧伝」（disease mongering）については，井原裕[2011]，井原裕[2015]，冨高

辰一郎[2010]を参考にした。またコレストロール低下薬の必要性については日本脂質

栄養学会コレストロールガイドライン策定委員会[2010a]を参照。 

（３）島崎謙治の費用対効果評価，適正使用の厳格化，経済性を考慮した医薬品の開発・普

及の促進について説明については島崎謙治（[2011]，pp.264－270）を参照。 

（４）税と社会保険料負担を別々に計算して区別するのではなく，両者を一体にして負担構

造を議論しなくてはならないに関連して，持田信樹は近年の日本では，社会保険料が

国税総額を上回っていると指摘している。この詳細については持田信樹[2019]を参照。  

（５）下野恵子は「基礎控除以外の数多くの人的控除は，特定のグループに対する税制上の

優遇であり，税制に求められる“中立”，“公正”に反する」について，配偶者控除を

はじめとする具体例をあげている。この詳細については下野恵子[2017]を参照。 

（６）諸富徹が行った所得税と労働インセンティブとの関係に関する議論の詳細は諸富徹

（[2016]，pp.180－81）を参照。 
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第８章 結論 

 

本論文が第１章において示した２点の研究目的に対する結論を述べる。 

第一に，2000 年代以降の日本と韓国において試みられた医療の市場化の実態を検証し，

公的医療保険のあり方および公共性を基礎とした公的医療保険の存在の意義について考察

を行った結論は以下のとおりである。 

 本論文は保険料と租税など公費を財源とする平等型と私費を財源とする階層型の医療制

度について考察を行った。2001 年に日本の小泉純一郎政権が，2004 年に韓国の廬武鉉政権

が新自由主義的医療改革を試み，この改革はその後も両国の歴代政権に受け継がれたが，こ

の新自由主義的医療改革は階層型の医療制度の構築をめざすものであった。そして本論文

の分析から平等型の医療制度が階層型よりも生存権の保障と経済的・社会的な公益にとり

適切であり，そのためには私的負担を増やして実損型の民間医療保険への加入を促進する

混合診療を原則禁止して，公的医療保険の充実を図ることが望ましいとの結論をえた。 

韓国では 1977 年公的医療保険が開始されて以来，混合診療の容認が公的医療保険適用外

診療を増加させたことや公的医療保険への国庫支援の規模が小さかったことなどにより，

公的医療保険の給付水準が低く，国民皆保険が 1989 年に実現した後も医療費における私費

負担が高い階層型の性格が強かった。2004 年に新自由主義的医療改革が始まると医療費に

おける私費の負担の高さが実損型の民間医療保険の販売を促進し，結果として低所得者，慢

性疾患患者，高齢者の医療アクセスが困難になる不平等が生み出されてきた。韓国では元々

階層型の性格が強くて私費負担が多かったことが，民間医療保険の販売を促進して医療ア

クセスへの不平等が進み，さらに階層型の性格が強くなった。 

これに対して日本では混合診療が原則禁止されてきたこともあり公的医療保険の役割が

相対的に大きく，韓国と比較して平等型であったために実損型の民間医療保険の売り上げ

は低水準に留まった。日本において混合診療の全面解禁を主張した代表的な論者である八

代尚宏は，「個人の所得水準にかかわらず，一定水準の医療サービスは確保したうえで，そ

れ以上のサービスについては，適正な価格付けの下で消費者が選択するという原則を医療

分野にも適用すれば，こうした混雑現象が解消する余地は大きい。」（八代尚宏[2000]，p.105）

と述べ，公定価格を必要最低限の医療にのみ設定し，それ以上の上乗せ分の医療に関しては

自由価格で対応すべきであると主張したが，八代尚宏のこの主張は，平等型の性格が強い日

本の医療制度を混合診療の全面解禁により階層型の医療制度へ移行させることを意味する。 

日本と比較してすでに階層型の性格が強かった韓国において新自由主義的医療改革がよ

り進展したのは，日本以上に「低負担，低保障」であった韓国の階層型医療制度が新自由主

義的医療改革と親和的であったことを示している。階層型においては，公的医療保険の保障

範囲と保障水準は低くなり，私的負担が増大するために実損型の民間医療保険の売り上げ

が拡大する。これこそが韓国の実態であったが，これは実損型の民間医療保険への加入が容

易でない低所得者だけでなく，民間保険会社に高リスクと審査される慢性疾患患者，高齢者
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の医療アクセスを困難にする。これは低所得者，慢性疾患患者，高齢者の生存権の保障に制

限をかけ，これらの人々の労働生産性を下げて，低所得層の勤労が可能な年齢を引下げ，死

亡率を引上げるので勤労できる期間の縮小をもたらすので経済的・社会的な損失をもたら

すことになる。 

第二に，日本と韓国において高齢化などにともない医療財源の不足が深刻化する中で，公

共性を基礎とした制度を維持するのにふさわしい公的医療保険の医療財源と確保のありか

たについて考察を行った結論は以下のとおりである。 

平等型の医療制度を実現，維持するという恩恵を受けるためには，租税と保険料の負担を

するという市民の責任の自覚が必要である。  

今後，日韓両国ともに高齢化と医療技術の進歩などによる公的医療保険の財源不足は避

けられない。これに対して日本において実際に行われてきた診療報酬の改定率の引下げの

ような総額抑制は医療の質の低下をまねきかねず，これ以上の自己負担の増額は公的医療

保険の存在意義を損ないかねない。また健康寿命の延長による医療費の抑制，有効性に疑義

が提起されている医薬品の再検証，非正規労働者など労働市場の改善による保険料増収に

も期待できるが，これらは医療財源不足の解決の決め手にはなりにくい。さらに保険料の引

上げは避けられないが，保険料の大幅な引上げは容易でない。したがって所得税を軸としな

がら法人税，軽減税率をともなった付加価値税の増税を行うことにより国民負担率を向上

させることにより，公的医療保険への国庫支援を増大させる以外には医療財源不足への対

応策は考えられない。 

平等型の医療制度の実現，維持には公的負担（税・保険料）を主要な財源とすることが不

可欠であり，韓国と日本において高齢化と医療技術の進歩により医療費が増大する現実が

存在する以上，公的負担（税・保険料）の引上げは避けられないが，保険料の引上げは漸進

的にしか行えないので，増税は避けられない。しかし日韓両国においては租税を国家権力に

よる『苛斂誅求』とみる納税倫理が強くて国民の増税に対する拒否感が強いために，増大す

る医療費の必要に応じた増税を回避してきた。このために韓国では「低負担，低給付」が継

続して公的医療保険の給付水準は低いまま抑えられたのに対し，日本では増税を避けたま

ま公的医療保険の給付が増大して国庫支援を増額してきたので国債発行残高が累積する要

因の一つになった。 

このような増税への拒否感を克服して市民がその必要性を自覚して租税を負担する自主

的納税倫理へ転換するためには，政府が政策を練り上げて政策案を公表し，国民の意見を幅

広く聴取した上で実施し，所期の成果について評価を行って修正すべきところは修正する

という市民参加の政策の形成・評価プロセスを経ることが必要である。市民参加の政策の形

成・評価プロセスにより医療制度がより市民の必要にあわせたものになることが期待でき

るとともに，市民が租税負担の必要性を自覚する自主的納税倫理が芽生えることが期待で

きる。 

 公的医療保険の財源問題は本論文の主要な主題である医療における公共性にとり，公共
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性を基礎とする平等型の医療制度を実現，維持するという恩恵を受けるためには，租税と保

険料の負担を担うという責任の自覚が不可欠であるという意味において重要である。そし

て公共性を基礎とした制度を実現，維持するための責任を市民が負うという公共の意識の

共有が公共性を基礎とした制度の構築，存続の基礎になると思われる[図８－１]。 

 

[図８－１ 国民と公的医療保険の関係] 

             市民参加の政策の形成・評価プロセス 

             垂直的・水平的公正な税制 

             自主的納税倫理への転換 

             租税・保険料負担＝責任 

   こくみん 

 

 

             医療サービス給付＝恩恵 

             平等型医療制度 

             混合診療の禁止 

             政策の提案，情報の公開 

（出所）筆者作成 

 

 本論文は医療制度においては平等型が生存権の保障と経済的・社会的な公益にとり適切

であり，そのためには公共性を基礎とした公的医療保険の充実を図ることの必要性を示し

たが，このような公共部門の関与の必要性は医療サービスの特性によるものであることを

留意する。プロ野球の観戦，音楽コンサートの提供，海外旅行といったサービスを政府が公

費で平等消費のために行う必要はない。医療サービスは私的財であるが，身体に有害になる

かもしれない介入のリスクが高く（侵襲性），需要面での不確実性と供給面での不確実性が

存在し（不確実性），医師と患者の間には，専門知識に関して大きな情報格差（情報の非対

称性）がある。さらに医療は人にとり最も基本的で，すべての人に必要不可欠なきわめて重

要なサービスで，医療により回復される健康そのものが人間存在にとり価値がある。医療サ

ービスが公費を財源とする平等型の制度を基礎に公共性を基礎として提供されることが望

ましいのは，このような医療サービスがもつ特性によるものである。 

旧ソビエト連邦や市場化以前の中国の実態は，生産手段を公有化する計画経済が非効率

であるのは示しており，本論文は経済部門全般が公共性を基礎に管理，運営されることを支

持しない。しかし資本主義経済においてもアダム・スミスが示した国防，警察，公共事業に

おける政府の役割に加えて，医療サービスにおいても公共性を基礎とした公的医療保険の

構築，維持や医薬品の承認審査などの政府の役割は必要である。2000 年代以降に韓国と日

本において試みられた新自由主義的医療改革は規制緩和，構造改革の名の下に公的医療保

公的医療保険 国    民 
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険の役割を縮小して実損型の民間医療保険の拡大を図るなど医療サービスにおける公共性

を弱めて，民間企業の参入を容易にする市場の拡大を意図したものであった。しかし韓国に

おける実損型の民間医療保険の活用は民間保険会社に高リスクと審査される慢性疾患患者，

高齢者の医療アクセスを困難にするなどによる生存権の侵害と経済的・社会的な損失をも

たらした。このような市場の暴走が生じないためには，資本主義経済においても財・サービ

スの特性をふまえて，市場に委ねることが適切な財・サービスは市場に委ね，情報の非対称

性などにより市場の失敗が生じやすい医療サービスのようなサービスは政府が適切な関与

を行う判断が求められる。 

 本論文は特に先行研究にはない以下のことを明らかにした。 

 第一に，1990 年代以降の韓国の公的医療保険の実態を医療の市場化および医療財源に焦

点をあてながら明らかにした。韓国の医療保険については李蓮花[2011]が台湾と韓国を比

較しながら優れた研究を行っているが，李蓮花[2011]の研究は時期が公的医療保険の成立

過程から 1980 年代末の国民皆保険の成立までである。本論文の研究は李蓮花[2011]が述べ

ていない 1990 年代から現在の文在寅政権に至る韓国の公的医療保険の実態で，この時期の

韓国の公的医療保険については先行研究がほとんどない。 

特に本論文は混合診療が容認されてきた韓国において混合診療の容認が何をもたらして

きたかについて具体的に明らかにした。韓国の実態の検証は混合診療の容認が所得による

医療アクセスへの不平等をもたらすなど日本における混合診療解禁反対論の主張の正当性

を裏づけるものであったが，若年型甲状腺癌や帝王切開などの過剰診療を誘発するなど日

本において議論されなかった諸問題を混合診療の容認が引き起こすことを明らかにした。

韓国において混合診療の容認がもたらした実態については韓国にも先行研究がなく，その

意味でも本論文の研究は意義があると思われる。 

 また韓国における実損型の民間医療保険の普及の実態を通して，日本ではほとんど販売

されてこなかった実損型の民間医療保険の限界を明らかにし，これが公的医療保険の代替

えにはなりえないことを明らかにした。特に韓国において 75 歳以上の高齢者が加入できる

実損型の民間医療保険が存在しないことや実損型の民間医療保険では精神疾患など多岐に

わたる疾患を保障しないことは，実損型の民間医療保険が高齢化の進む日本において公的

医療保険の代替えにはなりえないことを示している。このような韓国における実損型の民

間医療保険の実態は日本にとり貴重な教訓になると思われる。 

 第二に，韓国の公的医療保険の実態をふまえて日本の実態と比較を行うことにより，日韓

両国の比較を通して様々な点を明らかにした。公的医療保険の日韓比較を行った先行研究

は韓国にもほとんどなく，その意味でも本論文は意義があると思われる。 

 特に日韓両国において医療費の増大に見合った増税を避けてきたという重要な共通点が

ある反面，これが日韓両国で異なる問題の現れ方をしてきたことを明らかにした。韓国では

公的医療保険への国庫支援の規模が小さいことが「低負担，低給付」の要因になったのに対

し，日本の場合は医療費の増大に見合った増税を行わないまま医療保険への租税投入を増
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大させたために，公的医療保険への国庫支援が国債発行残高の増大の一因になった。ここか

ら互いに以下の教訓を引き出すことが可能である。日本の実態は，医療費の増大に見合った

税収の確保を怠るなら，韓国においても国債発行により医療費を賄うことが避けられなく

なることを示している。韓国の実態は，公的医療保険の給付水準が低いと実損型の民間医療

保険の販売が拡大して，階層型の性格の強い医療制度へとむかい，医療アクセスの不平等以

外にも過剰診療など様々な問題を引き起こすことを示している。 

 また新自由主義的医療改革の日韓比較も先行研究にはなく，日韓両国の新自由主義的医

療改革が同様の背景と構造の中で試みられたことは，今後の両国の医療改革や市場化の問

題を研究するにあたり意義があると思われる。 

 第三に，「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」と HPV ワクチン接種による被

害との関係を検証することにより，ドラッグ・ラグの解消を急ぐあまり，医薬品の安全性に

対する十分な検証が疎かになる問題点を HPV ワクチン接種による被害の事例を具体的に

示して指摘した。「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」をもとに組織された未承

認薬使用問題検討会議が HPV ワクチンの早期承認を行ったが，これが健康被害をもたらし

た経過を明らかにすることにより，「外国で承認された医薬品」，「高次治療，先進治療」を

安易に受け入れる危険性を指摘した。  

 これらの研究成果は，今日の医療保険研究には避けて通ることができない市場化の分析

及び財源確保の分析に対して，比較研究の有効性を示すとともに，医療保険の持続可能性に

とってより本質的な課題の解明に示唆を与えるものといえる。 

 本論文は 1990 年代以降の日本と韓国において医療の市場化が試みられた実態をふまえ

て，公的医療保険のあり方および公共性を基礎とした公的医療保険の存在の意義および公

的医療保険の医療財源と確保について考察を行ってきたが，本論文の積み残した課題につ

いて述べる。第一に，本論文は日本と韓国において今後，公的医療保険の財源の確保のため

には両国の財政規模を大きくする必要があり，そのためには所得税を軸とする増税が避け

られないと述べたが，所得税における控除の問題と企業への課税についての言及が簡潔な

ものに留まった。所得税控除の問題については日本では下野恵子，韓国ではカン ビョング

がすでに指摘しているが，所得税控除の問題についての日韓比較研究はない。下野恵子は基

礎控除以外の数多くの人的控除は，特定のグループに対する税制上の優遇であり，税制に求

められる“中立”，“公正”に反する（下野恵子[2017]，p.258）と述べており，人的な控除

を廃止することは所得税の課税強化による税収の増加をもたらすだけでなく，税制におけ

る中立性，公正性を回復するためにも重要な課題である。控除の多さと規模の大きさは日本

と韓国の財政に共通した問題で，今後さらなる研究の余地があると考える。第二に，韓国に

おける社会保障と財政の問題である。公的医療保険の財源について考察するにあたり，本論

文は公的医療保険を含めた社会保障予算を確保するための韓国財政について検証を行った

が，韓国の財政研究は財政の健全性の維持に関心が強く，高齢化や経済格差などによる社会

保障の拡大の必要にあわせた財政のあり方への関心が一部の財政学者を除いて弱い。韓国
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における増税への拒否感が強い中で，社会保障予算の確保は今後の韓国にとり重要な主題

である。増税を避けながら社会保障を拡大させて国債発行残高を累積させてきた日本との

比較を含めて，韓国における社会保障と財政は今後，いっそうの研究が望まれる。 
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