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１ アメリカの医療保険改革１．アメリカの医療保険改革
―オバマ大統領と共和党ーオ 大統領と共和党

Obama’s health care speech to congress, 
9/10/20099/10/2009

医療保険：雇用主提供の保険、Medicare、Medicaidお医療保険：雇用主提供の保険、Medicare、Medicaidお
よびVA（退役軍事保険）に入っている人。

Nothing in our plan requires you to change what 
hyou have.

改革によって、保険の改善を図る。たとえば、すでに保
険でカバ されている人には 既往症のあるなしなどに険でカバーされている人には、既往症のあるなしなどに
よる保険適用の差別を撤廃するなど、more security 
and stabilityを実現。
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医療保険に入っていない人への対応

We will do this (田近：extending coverage) by creating a 
new insurance exchange- a marketplace where individuals 
and small businesses will be able to shop for health insuranceand small businesses will be able to shop for health insurance 
at competitive prices.

保険料を払えない人には tax credits （税額控除＝補助金）を給保険料を払えない人には、tax credits （税額控除＝補助金）を給
付。皆保険の実現。

P bli l d i は t t k f thPublicly-sponsored insuranceは、government takeover of the 
entire health care systemか？
そうではない。保険料だけで運営する。ただし、民間保険でかかっ
ている間接費を節約できので 民間保険の間で競争力はあるている間接費を節約できので、民間保険の間で競争力はある。

保険料補助などのために今後9000億ドルが必要。それを医療費保険料補助などのために今後 億ドルが必要。それを医療費
の無駄の削減と高額保険料への上乗せ課税（fee)により調達。財
政への負担はいっさいかけない。
I will not sign a plan that adds one dime to our deficits- eitherI will not sign a plan that adds one dime to our deficits either 
now or in the future.
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Now, I have no interest in putting insurance companies out 
of business. They provide a legitimate service, and employ 
a lot of our friends and neighbors. I just want to hold them 
accountable. The insurance reforms that I've already 
mentioned would do just that. But an additional step we 
can take to keep insurance companies honest is by making 
a not‐for‐profit public option available in the insurance 
exchange. Let me be clear – it would only be an option for 
those who don't have insurance. No one would be forced to 
choose it, and it would not impact those of you who already 
have insurance. In fact, based on Congressional Budget 
Office estimates, we believe that less than 5% of Americans 
would sign up.
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Despite all this, the insurance companies and their allies 
don't like this idea. They argue that these private y g p
companies can't fairly compete with the government. And 
they'd be right if taxpayers were subsidizing this public y g p y g p
insurance option. But they won't be. I have insisted that 
like any private insurance company, the public insurance y p p y p
option would have to be self‐sufficient and rely on the 
premiums it collects. But by avoiding some of the overhead y g
that gets eaten up at private companies by profits, 
excessive administrative costs and executive salaries, it 
could provide a good deal for consumers. It would also 
keep pressure on private insurers to keep their policies 
affordable and treat their customers better, the same way 
public colleges and universities provide additional choice 
and competition to students without in any way inhibiting 
a vibrant system of private colleges and universities. 6



オバマ提案の結論
• You see, our predecessors understood that 

government could not, and should not, solve every 
bl Th d d h h iproblem. They understood that there are instances 

when the gains in security from government action 
are not worth the added constraints on ourare not worth the added constraints on our 
freedom. But they also understood that the 
danger of too much government is matched by 
the perils of too little; that without thethe perils of too little; that without the 
leavening hand of wise policy, markets can 
crash, monopolies can stifle competition, and , p p ,
the vulnerable can be exploited.

者保険が な 保険者← 雇用者保険が中心となっているため、保険者の
競争が誘発されず、保険会社は独占利益を享受した
ままだままだ。
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共和党の主張

選択の自由の拡大

無保険者に保険料補助を与えることにより、無保険者に保険料補助を与える とにより、
保険選択ができるようにする。雇用者保険も、
保険会社と企業の契約ではなく 個人が保険保険会社と企業の契約ではなく、個人が保険
を選択できるようにする。こうしたことにより、
民間保険会社の競争を誘発 したが て 公民間保険会社の競争を誘発。したがって、公
的保険は不要。
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下院と上院の審議状況下院と上院の審議状況
• 下院

2009年11月7日に健康保険法を通過

賛成225票 反対215票賛成225票、反対215票
Public Optionの導入、10年間で1．1兆ドル、

あらたに、abortion への公的保険適用の否認
などの論点も挿入された。などの論点も挿入された。
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• 上院

2009年11月2１日、賛成60票、反対39票
審議開始が決定：Max Baucus Democrat of審議開始が決定：Max Baucus, Democrat of 
Montana, ”History is knocking on the door. 
Let’s open it Let’s begin the debate ”Let s open it. Let s begin the debate.  

Public Optionの原則的導入、ただし導入の可否
は州政府によって決定

規模：10年間で8480億ドル規模：10年間で8480億ドル
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健康保険法の成立

• 上院のこれからの審議

Public optionについての上院内の妥協が模索中（例： 連Public optionについての上院内の妥協が模索中（例： 連

邦政府により導入するが、導入後は制度進捗にみあって非
営利法人に移行など）営利法人に移行など）

• 上院で法案が成立したとして下院の法案との合体が必要と
されている。

• しかし、その後中絶反対派への議会工作などを通じて、医療
保険法が成立。ただし、共和党員全員が反対し、今後の政
治的なしこりは残った。

・ 医療保険法の成立：2010年3月10日Patient Protection 
d Aff d bl (上院バ ジ ン）が下院を通過 3月23and Affordable care(上院バージョン）が下院を通過。3月23

日にその修正版、Health Care and Education 
Reconciliation Act of 2010が成立Reconciliation Act of 2010が成立。
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アメリカでの議論をまとめると
無保険者を保険カバ する無保険者を保険カバーする

これは、日本の状況と違うが、アメリカでの議論
でも 無保険者をなくすことは立場の差はないでも、無保険者をなくすことは立場の差はない。
問題は、どうやって無くすかだ。
低所得者や中小零細事業者の保険料補助（tax低所得者や中小零細事業者の保険料補助（tax 
creditsなど）
これも立場の差はないこれも立場の差はない。
論争点
オバマ大統領：公的保険導入による競争強化オバマ大統領：公的保険導入による競争強化

共和党：公的保険反対、民間保険による競争強
化化
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２．日本の医療保険制度の特徴
特徴１• 特徴１

公費負担（税による負担）が、給付の一定割合であること。その
ため 高齢化にともなう医療費増加が 直接的に国と地方の財政ため、高齢化にともなう医療費増加が、直接的に国と地方の財政
負担となる。

公費による助成は 保険者が負担する給付費の軽減であり 所公費による助成は、保険者が負担する給付費の軽減であり、所
得など支払い能力に応じた個人の負担軽減ではない。そのため、
建前は皆保険であっても、保険料を支払っていない、無保険者が建前は皆保険 あ も、保険料を支払 な 、無保険者
存在する。（谷間世帯：生活保護を受けていないが、医療保険料
を払っていない貧困世帯）

• 特徴２

国民は、「職種」によって自動的に加入する保険が決まり、保険者
の選択ができない。

また、保険のなかで、免責額、サービス範囲などについて異なっ
たプランからの選択が認められていない。
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• 特徴３• 特徴３

年齢で「輪切りの保険」。すなわち、被用者保
険に加入していても 定の年齢を超えると（険に加入していても、一定の年齢を超えると（一
般的には）被用者保険から国保などに移る。

か 被 者保険も 保も高齢者 療費負しかし、被用者保険も国保も高齢者医療費負
担から免れることはありえず、支援金、拠出金と
いう形をと て負担しているいう形をとって負担している。

保険者としていずれ避けられない高齢者負担
を保険外 る 盾(legacy cost)を保険外のコストとしている矛盾。

生涯の医療保険サービスができていないだけ
ではなく、医療と介護サービスが断絶している。
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経済財政諮問会議ー身の丈論経済財政諮問会議 身の丈論
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厚労省ー構造改革論
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そして・・・医療制度改革（2005年12月）
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３．日本の医療保険制度ー改革の道筋
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