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要旨 

 

オバマ新大統領は、2009 年 2 月に発表した一般教書と予算教書の中で、経済危機から脱

出するため約 350 万人の新規雇用を創出、社会不安の主因になっている医療保険未加入者

を減少、2010 年度の財政赤字見込み 1 兆 1,710 億ドルを 4 年後に半減、という公約を掲げ

た。この公約を達成するためのキーワードは医療改革である。なぜなら、医療は不況期に

おいても新規雇用を生み出していると同時に、連邦財政支出の中で医療が最大の支出項目

になっているからである。 

医療改革は、米国の内政上最も難しい問題である。クリントンがチャレンジした 1994 年

の医療改革が失敗に終わったことは有名である。オバマが医療改革で取り組まねばならな

いことは、クリントンの時と同じであるだけでなく、その制約条件は格段に厳しい。しか

しながら、クリントンの敗因は、斬新なアイデアにより医療ネットワーク構築や医療情報

蓄積による評価を行うことを目指したが、そのためのインフラを欠いていたことにある。 

その後の 15 年間で地域医療圏毎にＩＨＮと呼ばれる医療ネットワークが創られ、医療Ｉ

Ｔ普及により医療情報データベースが構築された。医療保険未加入者削減のため現在の医

療制度にただ乗りしている人々にも負担させる仕組みについては、マサチューセッツ州の

医療改革という成功モデルが存在する。医療保険未加入者のこれ以上の増加は許容できな

いという世論の高まりもある。したがって、オバマが医療改革のための突破口を見つける

ことは可能と予想される。 

わが国においても、経済危機からの脱却のためには医療に財源投入して新規雇用を創出

する必要がある。これを医療の生産性向上、質の向上を伴いながら実現するためには、日

本版ＩＨＮモデル地区を設定することが有効と思われる。 
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１．オバマが直面する政策パラドックス 

1.1 医療費増加は新規雇用創出を通じて連邦財政の黒字要因 

米国大統領に就任したオバマが、2009 年 2 月、一般教書と予算教書（2010 財政年度：

2009 年 10 月～2010 年 9 月）を発表した。両教書の中で、オバマは内政上の公約として次

の 3 つを強調している。 

①経済危機から脱出するため約 350 万人の新規雇用を創出する。 

②医療改革により社会不安の主因である医療保険未加入者を減少させる。 

③2010 年度に見込まれる財政赤字１兆 1,710 億ドルを 4 年後に半減させる。（図表１） 

 
図表１ 連邦政府の財政収支見通し

（出所）Office of Management and Budget のホームページより筆者作成
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 オバマが不退転の決意で語

った上記の公約を達成する上

でのキーワードは“医療改革”

である。その理由の第一は、

医療は米国経済 大の産業セ

クターとして不況期でも常に

新規雇用を生み出しているか

らである。図表２は、オバマ

が直面している医療改革のパ

ラドックスを示している。図

表３、４のとおり、米国の国

民医療費（介護費も含む）は、

名目ＧＤＰ成長率を常に上回

るスピードで増え続けており、

2008 年には 2 兆 3,786 億ドル

と名目ＧＤＰに占める割合が

16.6％になった見込みである。

米国政府は、2009 年は景気低

迷の中で国民医療費が増加す

るためその割合が 17.6％に１

ポイントジャンプすると予想

している。さらに 2018 年には

国民医療費が4兆ドルを超え、

その割合が 20.3％になると推

している。 

図表２ ｵﾊﾞﾏが直面する医療改革のﾊﾟﾗﾄﾞｯｸｽ

新規雇用創造

（経済成長のｴﾝｼﾞﾝ）

計

 

 

 

医療費増加

税収増加

失業保険給付減少

医療保険未加入者増加

公的医療ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの負担増加

連
邦
政
府
財
政

黒字要因

赤字要因

（出所）筆者作成

 1



 

 

 

 

 

図表３ 医療費と名目ＧＤＰの増加率比較
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図表４ 米国の国民医療費

ー37.9％34.8％34.1％連邦政府
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ー13.4％12.6％12.5％州政府・自治体

ー51.3％47.4％46.6％政府

ー9.8％11.3％11.7％患者自己負担

財

源

構

成

ー15.0％12.7％12.6％65歳以上人口割合

0.85％332308305総人口（百万人）

5.3％13,1008,1607,803一人当たり医療費（㌦）

ー20.3％17.6％16.6％①÷②

4.2％21,48014,26214,291② 名目ＧＤＰ（十億㌦）

6.2％4,3532,5102,379① 国民医療費（十億㌦）
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平均増加率

201820092008暦年

（出所）The U.S. Department of Health and Human Services のホームページより筆者作成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表５ 非農業雇用者数の推移
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（出所） The U.S. Department of Labor のホームページより筆者作成

（単位：万
 

人、各暦年末）
 

 

 

 

 

 

 

 

非農業雇用者総数

民間（医療介護以外）

政府

民間（医療介護）

1億3,518万人

9,917万人

2,253万人

1,348万人1,076万人

1億3,053万人

非農業雇用者総数増加465万人のうち

医療介護が272万人（58％）を占める
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これは、医療が経済成長のエンジンであり新規雇用創造の源であることを示している。

た米国の非農業雇用者数は、

2008 年末１億 3,518 万人と 9

年間で 465 万人増加した。そ

して、同期間に医療産業の雇

用者数は1,076万人から1,348

万人に 272 万人増加、新規雇

用の 58％を占めている。つま

り、医療産業が景気変動に左

右されることなく新規雇用を

生み出しているのである。こ

のことは、2008 年の雇用動向

を月次ベースで見

ちなみに、図表５のとおり、1999 年末に１億 3,053 万人であっ

ることでよ

険給付

減少する。これが連邦政府財政の黒字要因となる医療費増加のプラス面である。 

保険加入状況を示している。2006 年時点で、総人口 2 億 9,6

医療保険未加入者

で

り鮮明になる。 

図表６のとおり、医療以外の民間雇用者数が 1 年間で 350 万人減少する中で、医療産業

の雇用は毎月増え続け 36 万人の純増であった。雇用が増えれば税収が増え、失業保

図表６ 不況期でも増え続ける医療介護雇用

-70
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0

10

民間（医療介護） 民間（医療介護以外） 政府

（出

（2008年における職種別雇用者数の純増減）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間累計 36万人増加 350万人減少 16万人増加

所）The U.S. Department of Labor のホームページより筆者作成

が

 

1.2 医療保険未加入者問題と医療費増加で連邦財政が赤字になるメカニズム 

 オバマが公約達成するためのキーワードが医療改革である理由の第二は、医療保険未加

入者の増加が許容できないレベルに達しているからである。図表７は、年齢別に見た医療

82 万人のうち 15.8％にあたる

4700 万人が

ある。 

ただし、米国の医療保険未

加入問題を正確に理解するに

は、保険種類別、年齢別にデ

ータを見る必要がある。まず、

米国の医療保険制度は公・民

ミックスになっている。メデ

ィケアとは障害者並びに65歳

以上高齢者を対象とする公的

医療保険である。後述のとお

り、メディケアにはパートＡ

（入院費用等）、パートＢ（医師報酬）、パートＤ（処方薬費）の 3 プログラムがある。メ

ディケイドは、一定の貧困者基準に該当する者を救済する医療保険制度である。そして 64

図表７ 年齢別に見た医療保険加入状況

年齢 人口

①

民間保険
加入者

公的保険加入者 医療保険未加入者

ﾒﾃﾞｨｹｱ ﾒﾃﾞｨｹｲﾄﾞ 未加入者数

②

②／①

％

0～17 74,101 47,906 411 20,067 8,661 11.7

18～24 28,405 17,030 154 3,252 8,323 29.3

25～34 39,868 25,814 472 3,374 10,713 26.9

35～44 42,762 31,531 806 2,977 8,018 18.8

45～54 43,461 33,250 1,739 2,885 6,642 15.3

55～64 32,191 24,255 2,956 2,362 4,095 12.7

65以上 36,035 21,904 33,806 3,364 541 1.5

合計 296,824 201,690 40,343 38,281 46,995 15.8

（2006年時点、単位 千人）

（出所）U.S. Census Bureau のホームページより筆者作成
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歳以下でメディケイド対象貧困者ではない現役世代は、雇用主が提供する団体医療保険も

し

の結果、医療保険未加入者は、働き盛りの年齢層とくに 18 歳から

44 歳に集中している。 

々は、民間医療保険を購入する資力があり

な

ない者が医療制度

療費は 7,168 億ドルであり、国防費 5,526 億ドルを上回る 大の

くは自分で選んだ個人医療保険に加入するのが原則になっている。 

このような制度の下、65 歳以上高齢者については、医療保険未加入割合が 1.5％と低く

ほぼ皆保険を達成している。また、17 歳以下の子供の医療保険未加入率も 11.7％と全体平

均の 15.8％より低い。これは、メディケイドに併設されている州子供医療保険制度（詳細

後述）の効果である。そ

一方、図表８のとおり、世

帯収入レベル別に医療保険未

加入割合を見ると、2 万 5 千ド

ル以上 5 万ドル未満の世帯で

21.1％、5 万ドル以上 7 万 5

千ドル未満の世帯で 14.4％で

ある。これは、中小零細雇用

主が従業員に医療保険を提供

していないことが主因である。

さらに、世帯収入が 7 万 5 千

ドルを超える 1 億 983 万人の

うち 8.5％にあたる 928 万人

が医療保険未加入者になっている。これらの人

図表８ 医療のﾌﾘｰﾗｲﾀﾞｰ

世帯収入ﾚﾍﾞﾙの区分

人口

（千人）

①

医療保険未加入者

未加入者数

②

②／①

%

世帯収入

階層別

（ﾄﾞﾙ）

25,000未満 55,856 13,933 24.9
25,000～49,999 72,582 15,319 21.1
50,000～74,999 58,555 8,459 14.4

75,000以上 109,831 9,283 8.5

貧困者所得

基準

未満 36,464 11,523 31.6

以上 260,360 35,472 13.6

＜医療をただ乗りする者が発生する理由＞

◆雇用主が従業員に対して医療保険を提供しない

◆個人事業主が医療保険を買わない

（出所）U.S. Census Bureau のホームページより筆者作成

がら自己判断で加入していないのである。 

しかしながら、このような医療保険未加入者たちは、命に関わる急病になれば病院に行

って治療を受けるし、病院側は拒否することはできない。退院時に資力に応じて医療費を

支払う交渉を病院側とすることになるがしばしば不良債権化する。これは、従業員に医療

保険を提供しない中小零細雇用主や資力がありながら医療保険に加入し

のフリーライダー（タダ乗りする者）になっていることを意味する。 

 理由の第三は、連邦政府にとって医療が 大の歳出項目になっているからである。図表

９は、連邦政府財政の枠組みを示している。2007 財政年度のデータで見ると、歳出額合計

2 兆 7,302 億ドルのうち医

歳出項目になっている。 

 図表 10 が、この連邦政府が負担している医療費 7,168 億ドルの内訳を示している。これ

らの医療費項目のうち財政赤字拡大要因となっているのは、メディケア・パートＢ、メデ

ィケア・パートＤ、メディケイドである。図表 11 のとおり、メディケアのうち入院費用等

を病院に償還するパートＡは、現役世代が支払う社会保障税によりその財源全てを賄う仕

組みになっているので連邦政府財政には影響を与えない。これに対してパートＢの財源の

うち 4分の１が高齢者自身が支払う保険料、4分の 3が連邦政府拠出という制度設計になっ

ている。また、パートＤの場合、必要財源に占める連邦政府拠出の割合は 78％とパートＢ
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よりさらに大きい。このメディケアの支出削減のためには、一人あたり医療費の伸び率を 

 

 

 

図表９ 連邦政府財政の枠組み
（2007財政年度実績：単位 億㌦）

（出所）Office of Management and Budget のホームページより筆者作成

歳出額 収支

ｵﾝ予算 22,766 ▲3,434

医療費 7,168

国防費 5,526

その他 10,082

ｵﾌ予算 4,536 1,814

合 計 27,302 ▲1,620

（注）医療費が歳出額に占める割合 26.3％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表10 連邦政府医療費歳出・歳入の構造
（2007財政年度実績：単位 億㌦）

歳出額 保険料、運用
利息等収入

収支

ﾒﾃﾞｨｹｱ

ﾊﾟｰﾄA（入院費用等） 2,031 2,231 200

ﾊﾟｰﾄB（医師報酬） 1,789 491 ▲1,298

ﾊﾟｰﾄD（処方薬費） 495 108 ▲ 387

ﾒﾃﾞｨｹｲﾄﾞ（貧困者医療保険） 1,906

▲2,853

一般歳入から拠出

州子供医療保険補助金 60

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ医療費 33

米軍医療費（含む退役軍人） 750

その他 104

合 計 7,168 2,830 ▲4,338

（出所）Office of Management and Budget のホームページより筆者作成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表11 ﾒﾃﾞｨｹｱ信託基金の財政ﾃﾞｰﾀ

ﾊﾟｰﾄA ﾊﾟー ﾄB ﾊﾟｰﾄD 合計

期首資産額 （億㌦） 3,054 323 8 3,385

① 収入

給与課税 （億㌦） 1,919 0 0 1,919

保険料 （億㌦） 28 468 39 535

その他 （億㌦） 284 23 68 375

② 一般歳入から拠出 （億㌦） 6 1,396 388 1,790

③ 支出 給付 （億㌦） 2,002 1,764 486 4,252

管理費用 （億㌦） 29 25 9 63

①＋②－③ 207 97 0 304

期末資産額 （億㌦） 3,260 421 8 3,689

加入者数（万人） 4,380 4,090 3,090 4,410

一人当たり平均給付 （㌦） 4,573 4,312 1,575 10,460

（2007財政年度実績）

（出所） The Boards of Trustees of the Federal Hospital Insurance and Federal Supplementary Medical 
Insurance Trust Funds (2008)から筆者作成

（注）ﾊﾟ ﾄー A、B、Cは重複加入できるため加入者数合計は単純合計に一致しない
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抑制する努力が必要である。 

のを減らさね

ばならない。 

えるにあたり、まずクリントン医療改革の

失

障＜米国民への大統

 一方、メディケイドの財源

の拠出割合は、図表 12 のと

おり、2007 年度実績で連邦政

府 57.2％、州政府 42.8％であ

った。メディケイドの場合、

各州政府が定めた受給資格基

準に適合する貧困者が申請し

てきたならば必ず給付する義

務を州政府が負っている。し

たがって、メディケイドのた

めの歳出を削減するには、貧

困者の数そのも

図表12 連邦＆州政府によるﾒﾃﾞｨｹｲﾄﾞ財政負担

費用項目 連邦政府拠出 州政府拠出 合 計

急性期ｹｱ医療費 743 544 1,287

長期介護費 561 439 999

保険料補助 380 286 666

政策医療負担大の病院へ補助 90 68 158

経過年度補正 13 11 24

管理費用 95 78 173

子供ﾜｸﾁﾝ接種ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費用 27 0 27

ﾒﾃﾞｨｹｱﾊﾟｰﾄBとの財源調整 ▲4 0 ▲4

合 計 1,906

（57.2％）

1,426

（42.8％）

3,332

（100％）

（2007財政年度実績、単位：億㌦）

（出所）The U.S. Department of Health and Human Services のホームページより筆者作成

 

２．クリントン医療改革の概要と敗因 

2.1 最難関の医療改革に挑んだクリントンの決意 

 医療改革は、米国の内政上 も難しい問題である。これに初めて本格的にチャレンジし

たのがクリントン大統領であり、その医療改革が失敗に終わったことは有名である。した

がって、オバマ新大統領の医療改革の成否を考

敗の教訓から学ぶことが有益と思われる。 

松山(1994)に記したとおり、クリントンは、1993 年 10 月、「医療保

領報告＞」を発表し、医療改革に臨む意気込みを次のように述べた。 

「全ての米国民は、将来も奪われることのない総合的な医療給付を保障されねばならない。

これを実現するのが医療保障法である。米国民は、世界で も優れた医師と看護師、 高

の病院、 先端の医療技術、地球上で も有望な研究開発体制にめぐまれている。しかし、

現在のわれわれの医療システムは欠陥だらけである。保険会社は、 も健康な人々のみ加

入させることで競争している。このため、多くの人々が医療保険に加入できず、一度重病

になれば自分の貯蓄を食いつぶすことになる。多くの人々が医療保険を失うことを恐れる

あまり転職できないでいる。米国中の零細企業の雇用主たちは、従業員や家族に医療保険

を提供したいと考えている。しかし、高すぎる保険料の負担に耐えられないのだ。1994 年

の国民医療費は１兆ドルに達する。それにもかかわらず、医療保険未加入者が 3,700 万人

もおり、加えて 2,500 万人もの人々が不十分な給付内容の医療保険で我慢させられている。

とどまるところを知らない医療費の高騰のため、勤労者たちは医療保険を保つことと引き

換えに賃上げを諦めることを余儀なくされ、米国の製造業は国際競争力を失っている。そ

して、医療改革を実施しなければ毎月何十億ﾄﾞﾙもの財政赤字が積み増されるのだ。つまり、
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われわれの医療システムを故障させたすべての原因が、本来あるべき姿すべてを妨害して

いるのだ。正しいことを守り、間違っていることを正すために、医療システムをコントロ

ルしなければならない。国民を第一に考えねばならないのである。」 

下クリントンが 1994 年連邦議会に提出した医療保障法は、次の六原則に基

は、常に頼りになる医師

がおり自分たちを治療してくれる病院があることを実感する。

雑な仕事から解放され

る。 

ー

 

2.2 医療保障法の六原則 

 上記の理念の

づいていた。 

［原則１］保障 

 全ての米国民と合法的な居住者は、「医療保障カード」を受け取り、病気、転職、失業、

転居など将来何が起きても医療保険を失うことがない。このカードにより提供される医療

保険の給付内容は、現在大企業が従業員に提供しているものと同じくらい総合的なもので

ある。さらに、現在普及している医療保険が対象にしていない予防ケア給付も含んでいる。

例えば、出産前検診、乳児ケア、予防接種、成人検診などの予防ケア費用を 100％支給する。 

 各保険会社は、加入申込者全てを病歴、年齢、職業にかかわらず受け入れなければなら

ない。高齢者や病気がちな人ほど保険料を高くすることも禁止される。医療給付の受給額

がいくらになるのか、あるいは医療を何回受けるかに関係なく、各世帯が自己負担する年

間の医療費に限度額を設ける。医療給付の生涯限度額も撤廃する。これにより、医療ニー

ズの量に関係なく医療保障を受け続けることができる。医療の過疎地に対して特別の配慮

がなされる。質の高い医療へのアクセスが拡充される結果、人々

 

［原則２］簡素化 

 医療保険の給付内容を統一

することによって給付請求手

続き用紙も標準化できる。患

者が医師や病院を利用すると

きには、医療保障カードを見

せて標準化された用紙に記入

すればよいだけである。これ

によって、医療機関は現在何

百種類もある医療保険請求用

紙の煩

 

図表13 1994年にｸﾘﾝﾄﾝが提唱した医療ｼｽﾃﾑ

個人 中小企業 大企業

地域医療保険購入組合

国家医療委員会

医療ﾌﾟﾗﾝ（保険機能＋医療ﾈｯﾄﾜｰｸ）

●医療市場全体を監視

●医療ﾈｯﾄﾜｰｸ毎の評価情報を標準化、公表する

◆地域料率に基づいた保険料で加入申込者全員を受け入れる

◆加入者が重病になっても契約更新を保証

◆その地域で優良な医師、病院のﾈｯﾄﾜｰｸを創り運営する

医療ﾌﾟﾗﾝと

直接契約

連邦政府が低所得
者に保険料補助

組合参加により大企業と同じ保険

料で医療ﾌﾟﾗﾝを獲得

■医療ﾌﾟﾗﾝを選別し契約

■加入者から保険料を徴収

■消費者に必要な情報を提供

（出所）筆者作成

［原則３］節約 

 これまで保険会社は、「加入診査」と称して病気がちな人や高齢者を保険集団からいかに

うまく排除するかを競っていた。今後は、保険会社に対して自らが提供する医療プランの

価格と質で競争することを促す。図表 13 のとおり、そのために医療の購入者である消費者
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と企業を地域医療保険購入組合で統合する。これにより購買力が高まれば、個人や零細企

業であっても医療保険を有利な価格で購入すべく保険会社と交渉できる。また、規模のメ

リットにより管理コストも削減できる。現在は、大企業のみが大口顧客としての影響力を

行使して安い保険料を享受している。さらに、医療費膨張がコントロール不能と思われる

料値上げを制限する。過剰請求など医療をめぐる不正には厳罰で臨む。 

［

ば、各

医

低下した。そこで、一般医や看護師を増やすための優遇措

紀に備える。 

、年間 1 万 5 千ドルを限度に、その費用の 50％を課税所得から控除できるよう

、医師

緊急時には保険

原則４］質 

世界一の医療をよりよいものにする。そのために医師や病院を 高の情報と 新のテク

ノロジーで武装させ、質に関する情報を消費者にフィードバックさせる。質に関する情報

とは、①必要なケアがすぐに提供されているか、②治療内容の選択が正しく行われている

か、③良い治療結果が出たか、④患者の満足度、の 4 つである。地域医療保険購入組合は、

各プランのネットワークに属する医師や病院が消費者からどのように採点されたかを年次

報告書で発表する。それを見て、消費者は毎年医療プランを選択し直す。こうすれ

療プランは消費者を引きつけるために質の面での競争を促されることになる。 

また、病気になった後に患者を治療するのではなく、人々を健康に保つ予防ケアに注力

する。医療技術が高度に発達し急性疾患医療費が膨らむ中で、われわれは予防や公衆衛生

に対する投資を相対的に怠ってきた。何十年もの間、連邦政府の政策は専門医教育に偏り、

予防ケアの担い手である一般医の養成を軽んじてきた。ちなみに、 近の医学実習生の 9

割以上が専門医の道を選択している。その結果、医師全体に占める一般医の割合が 1961 年

の 50％から 1990 年には 34％と

置を実施して来世

［原則５］選択 

 全ての人々は、職場がどこにあるかにかかわらず、 低 3 種類以上の医療プランの中か

ら選択することができる。医療プランの選択権は個々の勤労者にあるのであり、雇用主で

はない。自分が信頼している主治医や病院が参加している医療プランに加入することで、

間接的に医療機関を選択できる。一度選択した医療プランのケアやサービスに不満があれ

ば、毎年医療プランを選択し直すこともできる。高齢者や障害者には、長期介護を受けな

がら自宅やコミュニティに住み続ける道が開かれている。働いている障害者が介助を必要

とする場合

にする。 

［原則６］責任 

 すべての人々と雇用主が、医療プラン獲得のためになんらかの拠出をしなければならな

い。低所得者や零細雇用主は医療保険料の大きな割引を受けることができるが、全ての人々

と雇用主がコスト負担する責任を引き受けねばならない。医薬品メーカーは、値下げする

責任を果たさねばならない。1980 年代、処方薬価格の上昇率は一般物価の 4 倍であった。

医療改革後は、各医療プランが競争力を確保するために薬価引き下げ交渉に尽力するはず

である。行き過ぎた医療過誤賠償責任訴訟を減らすために、患者や医師に対して訴訟に持

ち込む前に話し合いで和解する仕組みを作る。弁護士報酬に上限を設定する。また
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が臨床上のガイドラインを順守していた場合、医療過誤賠償責任から免責とする。 

が構造変化したことを考慮すると、オバマの医療改革

の

で約 600の IHNが誕生し全米の各地域医療圏をカバーするようになったこ

たがって、オバマの医療改革においても IHN の存在が大きな役割を果たすと

に不足していた。したがって、医療改革の原則が画餅に

 

2.3 クリントン医療改革の敗因とその後の構造変化 

 オバマが医療改革で取り組まねばならないことは、クリントンが実現できなかった六原

則と同じである。かつ 1994 年と 2009 年を比較した場合、国民医療費が 9,621 億ドル⇒2

兆 5,095 億ドル、医療保険未加入者が 3,700 万人⇒4,700 万人、財政赤字が 2,032 億ドル⇒

１兆 7,520 億ドル、財政赤字の対名目ＧＤＰ比が 2.9％⇒12.3％とオバマが医療改革を進め

る上での制約条件はクリントンの時よりも格段に厳しい。しかし、以下のとおり、クリン

トンの敗因は六原則を実行するためのインフラが整っていなかったことにあり、その後の

15 年間で米国の医療改革を巡る環境

には突破口があるように思われる。 

①医療プランの核となる医療ネットワークが未整備だった。 

 米国では、1980 年代にマネジドケアと呼ばれる医療保険の仕組みが台頭した。マネジド

ケアを直訳すれば管理型医療である。その基本概念は、医師や医療機関に対する患者側の

選択権を制限することに加えて、医師が行う医療行為に一定の枠をはめ事前にチェックす

ること等により、医療費増加を抑制するというものである。これに対してクリントンは、

図表 13 のとおり、医療プランという新しい用語を使った。この医療プランとマネジドケア

の違いは、医療プランの場合、マネジドケアが有する保険機能のみでなく地域医療圏内

医療機関が形成する医療ネットワーク、つまり医療提供機能が加わっている点にある。 

 クリントンの医療改革案は、医療提供体制の効率化のインフラとしてこの医療ネットワ

ークを考えていたが、1994 年当時はこの医療ネットワークが未整備であった。しかし、1994

年は、クリントンが皆保険を公約に掲げて医療改革案を審議開始したことを契機に、後に

IHN と呼ばれる統合ヘルスケアネットワークが登場し始めた時期でもある。ちなみに、IHN

の数の推移を見ると、IHN の統計が初めて作成された 1995 年が 291⇒1996 年 499⇒1999

年 604と 5年間

とが分かる。 

 この IHN は、一人の患者が必要としている多様な医療サービスを継ぎ目なく提供するビ

ジネスモデルである。この IHN が保険会社も包含したものが、今では医療プランと呼ばれ

ている。医療 IT 活用による医療費節約と質向上の同時達成もこの IHN があって初めて実

現できる。し

思われる。 

②医療 IT が普及しておらず評価情報の提供が危ぶまれた。 

 前述のとおりクリントンは医療改革の原則として簡素化、節約、質、選択といったキー

ワードを掲げたが、1994 年当時は医療分野で IT 活用がほとんど行われておらず、それら

を評価する情報そのものが決定的

見えて説得力を持たなかった。 

 しかし、15 年後の現在では、臨床系と経営系のベンチマーキングを全米レベルで行うこ
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とのできるデータベースが構築されている、医療の標準化を具現する臨床プロトコルに基

づく医療のアウトカム情報が蓄積されている、連邦政府が病院評価情報を WEB 上で公開、

といった具合に医療分野の IT 活用が進み、オバマが行おうとしている医療改革の効果を検

医療改革案が連邦議会で本格的に議論されることなく棄却されるという結果を招い

巡り基本的なところでホワイトハウスと

⑤  

め、

医

験と言

るものであり、オバマの医療改革にとって大いにヒントになるものと言える。 

療改革 

時期は、当初の 1992 年 1 月から 1995 年 1 月に延期され、結局実施されずに終

わ

証することが可能になっている。 

③必要財源の算定が甘すぎるとの批判が議会予算局より出された。 

 クリントンは、医療改革の効果として「1995～2000 財政年度 6 年間の累計で 580 億ドル

財政赤字が縮小される」と試算結果を示した。しかし、その医療改革案が発表されるとす

ぐに議会予算局が「6 年間で 740 億ドル財政赤字が拡大する」と批判した。この 1,320 億ド

ルもの差が生じた理由は、クリントンが地域医療保険購入組合の下での保険料水準を低く

見積もったことに求められた。この議会予算局による批判のインパクトは大きく、クリン

トンの

た。 

 これに対してオバマの場合、その医療改革の基本的枠組みが発表される前の 2008 年 12

月、議会予算局が医療改革で考えられうる政策の選択肢 115 について分析、それぞれの選

択肢が財政に与える影響の試算結果を発表することで、今後行われる医療改革の議論のイ

ンフラを創った。したがって、医療改革の効果を

議会予算局が対立することはないと思われる。 

斬新な改革案であったが故に 大の産業セクターである医療を託すことが不安視された。

クリントンの医療改革の 大の柱は、地域医療保険購入組合を創設することにより個人

や中小零細雇用主の保険会社に対する保険料水準交渉力を高めることにあった。しかし、

医療は米国経済 大の産業セクターである。その巨大な医療市場を未知の仕組みに委ねる

ことは改革が失敗した時の混乱を考えると困難であり、支持を得られなかった。そのた

療制度のフリーライダーである中小企業団体からの強い反対に抗し切れなかった。 

しかし、オバマの場合、次に述べるマサチューセッツ州の医療改革という成功事例があ

る。マサチューセッツ州の医療改革の内容は、クリントンが目指したことの社会実

え

 

３．成功モデルとして評価されるマサチューセッツ州の医

3.1 マサチューセッツ州の 1988 年医療改革失敗の理由 

 マサチューセッツ州は、2006 年 4 月 12 日に医療改革法 Chapter 58 of the Acts of 2006

を成立させた。実は、マサチューセッツ州は、1988 年に、州民皆医療保険の実現を目指す

医療保障法を採択したことがある。これは、デュカキス知事が国民皆医療保険を掲げて、

1988 年大統領選挙に出馬するための政治的パフォーマンスでもあった。その特徴は、雇用

主は従業員に医療保険を提供せよ（プレイ）、さもなければ従業員一人あたり 1,680 ドルの

給与税を支払え（ペイ）、という「プレイ・オア・ペイ方式」にあった。しかし、この法律

の施行開始

った。 
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その 大の理由は、プレイ・オア・ペイ方式が州財政にもたらすリスクが大きいと考え

られたからである。雇用主が自らの医療保険を購入することと給与税を支払うことのいず

れを選択するかは、給与税である 1,680 ドルと医療保険料の価格差に依存する。勤労者が

給付の手厚い民間保険を好むのであれば、雇用主は人材確保のために自ら医療保険を購入

することを選ぶ。しかし、保険料が高くなりすぎれば給与税を選択せざるを得ない。この

保険料が高くなった原因がその従業員集団の疾病率の高さにあるのであれば、給与税を財

源

キスの後に知

になったウイリアム・ウエルドが、医療保障法を白紙撤回したのである。 

レイ・オア・ペイ方式の考え方を

基準に示された所得の 150％以下である者に対しては

％から 300％の間にある者に対しては所得にスライドする

ネクターが定める基準

る雇用主で医療保障のための定められた拠出をしない雇

先行したマサチューセッツ州の医療改革が成功と評価されていることの

義は大きい。 

に作られた州の医療保険制度は構造的赤字に陥る。 

一方、州の税収基盤は連邦政府に比べて弱い。そして、州財政が赤字を続けることは州

の憲法により禁止されているのが普通である。禁止されていない場合は連邦政府からの借

入条件が厳しくなっている。同州で医療保障法が成立した 1988 年は、「マサチューセッツ

の奇跡」と言われたほど州経済が好調で、失業率も 3％であった。しかし、1990 年には不

況に突入、1991 年 3 月には失業率が 9.7％にまで上昇した。このためデュカ

事

 

3.2 マサチューセッツ州の 2006 年医療改革の基本的仕組みと評価 

 マサチューセッツ州が 2006 年に実施した医療改革もプ

踏襲しており、その基本的仕組みは次のとおりである。 

◆ その世帯所得が連邦貧困者所得

医療保険を無料で付与する。 

◆ その世帯所得が同基準の 150

形で保険料を補助する。 

◆ 個人や家族が負担可能な保険料で医療保険を購入できるように斡旋する公的機関とし

てヘルス・コネクターと称する組織を設置する。このヘルス・コ

を満足する割安な医療保険を民間医療保険会社に提供させる。 

◆ 保険料を負担する資力がありながら医療保険を購入しない者には罰金（給与税）を課す。 

◆ 常勤換算で職員が 11 名以上い

用主に対しては罰金を課す。 

 州財政に与える潜在的リスクが大きいプレイ・オア・ペイ方式を 2006 年に実施できたの

は、医療のフリーライダーを解消し医療保険未加入者を減らさない限り結局州の財政負担

は軽減されないというコンセンサスができあがってきたからである。まだ、医療改革実施

から 3 年しか経っていないが、医療保険未加入者数は 65 万人から 16 万 7,300 人に減少、

心配された州政府の負担増も起きていない。これは、医療情報の蓄積により保険料と罰金

のバランスを調整する制度設計技術が進歩した効果と考えることができる。いずれにせよ、

オバマにとって、

意
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４．オバマの医療改革の枠組みと見通し 

4.

で、オバマは、

必要とする疾病に陥った時に国民が破産する

医療給付が伴わな

往症を理由に医療保険加入が保険者から謝絶されるようなこと

雇用主が提供し

 

を捻出することに

よって、改革に使う財源を自ら創り出すものでなければならない。 

うち、メディケアとメディケイドにおけ

る節約の方法として次のことを列挙している。 

                                                 

1 医療改革の八原則 

米国では一人当たり平均医療費が 8 千ドルを超え、多くの家族が、失業して医療保険を

失えば医療費のために貯蓄を使い尽くしてしまうリスクを抱えている。そこ

予算教書の中で医療改革を進める際の原則として次のことを掲げている。 

① 医療改革は、医療のために国民や雇用主が支払う保険料その他のコストの増加を抑える

ものでなければならない。高額な医療費を

ことのないようにしなければならない。 

② 医療改革は、現在の高い管理費用、不必要な検査やサービス、追加の

いのに費用だけが嵩むその他の非効率を削減しなければならない。 

③ 医療改革は、全ての国民に医療保険を提供する明確な道筋を示さねばならない。 

④ 医療保障を失うことを恐れて転職を断念し現在の仕事に固執せざるを得ない状況は改

められるべきである。既

はあってはならない。1 

⑤ 国民一人ひとりに医療保険や医師を選択する権限を与えるべきである。

てくれている医療保険を維持する権利を国民に持たせるべきである。 

⑥ 疾病予防へのアクセスを保障すると共に、医療費を押し上げている原因、すなわち肥満、

運動不足、喫煙といった悪い生活習慣を改善する公衆衛生上の措置に投資すべきである。

⑦ 医療改革は、患者の安全性を高め、医療の標準化を進めるものでなければならない。そ

のために、医療ITの活用により医療の質に関するデータの蓄積を図る必要がある。2 

⑧ 医療改革は、医療費の増加を抑制し、医療の生産性を高め、追加財源

 

4.2 医療改革に必要な財源の捻出方法 

 オバマは、図表 14 のとおり、2010 年から 2019 年の 10 年間に、医療改革に必要な財源

のうちメディケアとメディケイドにおける節約で 3,160 億ドル、高額所得者に対する税優

遇措置縮小で 3,178 億ドル、合計 6,338 億ドルを確保することを前提に、医療保険未加入

者対策をはじめとする医療保険給付拡大の内容を議会で決定、そのために追加財源が必要

となればそれも議会と協議するとしている。この

 
1日本では、退職しても自ら保険料全額を負担することを条件に旧雇用主の健康保険組合に 2 年間残留する

ことができる。これと類似の制度が米国にもあり、法律名は Consolidated Omnibus Budget Reconciliation 
Act、略称 COBRA と呼ばれている。COBRA の場合残留可能期間は原則 18 ヶ月である。しかし、雇用主

が拠出する医療保険の場合、その保険料の大部分は雇用主側が負担している。しかも、米国の医療保険料

は高い。したがって、失業して転職先が見つかっていない者にとって COBRA を利用して医療保険を購入

することは容易ではない。そこで、オバマは、今回の経済危機で失業した者が COBRA の下で医療保険加

入する場合、保険料の税額控除を認める措置をとった。これにより 700 万人が医療保険を継続できると見

込まれている。 
2 オバマは、この医療の質、有効性の比較研究のために 11 億ドルの予算を付けた。 
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◆ メディケア・アドバンテ

ィジ・プランに参加して

いる民間医療保険会社

間の競争を促すことに

より 10 年間で 1,750 億

ドルの節約を実現する。

公的医療保険制度であ

るメディケアは、被保険

者に選択権を与える仕

組みの下で民間医療保

険会社に代替プランを

出させてメディケアの

運営を委託している。メディケア・アドバンティジ・プランとはこの仕組みの名称であ

る。委託の目的は、民間の方が効率がよくコスト節約と給付の充実につながるという期

待にあったが、実際は 14％割高になっているという調査結果が出た。そこで、メディ

ケア・アドバンティジ・プランの改革が検討対象になったのである。 

図表14 医療改革必要財源捻出の方法

ﾒﾃﾞｨｹｱ＆ﾒﾃﾞｨｹｲﾄﾞにおける節約

3,160億㌦

税額控除引き下げによる高所得者
に対する増税で追加財源獲得

3,178億㌦

＋
2010⇒2019の10年間
で生み出す財源合計

6,338億㌦

（出所）筆者作成

◆ 病院から退院後のケアを充実し再入院率を引き下げることにより 10 年間で 260 億ドル

節約する。メディケアの患者のうち病院を退院した後 30 日以内に再入院する者の割合

が 18％にもなる。この再入院患者の中には再入院を回避できたはずの者が含まれてい

る。そこで、退院後 30 日以内に患者が再入院を余儀なくされた場合、 初の入院を受

け入れていた病院並びに退院後のケアをしていたと病院に対する診療報酬を引き下げ

る。 

◆ 病院に対するメディケアの診療報酬を提供された医療の量ではなく医療の質にリンク

したものに改訂することにより、10 年間で 120 億ドル節約する。また、同様に医師に

対する診療報酬も医療の質にリンクしたものにする。 

◆ 処方薬価格を引き下げる。薬の価格が高く上昇を続けているが故に、多くの国民が薬を

処方されても飲まないでいたり一粒を 2 つに割って服用したりしている。そこで、ジェ

ネリック薬の使用を促す仕組みを創り、またメディケイドで使用しているブランド薬の

リベート率を 15.1％から 22.1％に拡大する。 

◆ メディケアとメディケイドにおける診療報酬の不正請求の取締りを強化する。 

 

4.3 ブッシュとの違いを鮮明にしたオバマ 

 オバマは、上記の医療改革の原則と財源を予算教書で発表する前から医療改革に取り組

む姿勢でブッシュとの違いを鮮明にした。その具体例として、州子供医療保険制度と医療

IT 投資に対する補助金拡充があげられる。 

 SCHIP（State Children’s Health Insurance Program）と略称される州子供医療保険制

度は、クリントン政権の 1997 年に法律が制定され同年 10 月 1 日から施行されたものであ
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る。立法目的は、連邦貧困者所得基準にリンクする形で貧困家庭児童に対して医療保障を

与えるものである。その財源は、メディケイドと同様に連邦政府と州政府による共同負担

である。また、管理運営の実務は州政府に委ねられており、各州政府が、連邦政府が定め

たガイドラインの下でプログラムのデザイン、加入要件、給付内容、手続きなどを決定す

る仕組みになっている。この SCHIP 創設により子供の医療保険未加入者が半減したが、ブ

ッシュは、連邦政府の補助金負担を抑制するために、2007 年 8 月各州政府に対して SCHIP

の受給資格付与に一定の枠を設けるように指令を出した。具体的には、「連邦貧困者所得基

準の 2.5 倍の所得のある家庭の児童を給付対象とする場合は、同基準の 2 倍未満の家庭の児

童のカバー率が 95％を超えていなければならない」、というものである。オバマは、2 月 26

日の予算教書演説に先立つ 2 月 3 日、2007 年指令を破棄し今後 4 年半に 328 億ドルを補助

する法案に署名した。これにより新たに 400 万人の子供たちが SCHIP の受給者となること

ができた。 

 ブッシュは、2004 年に「10 年後の 2014 年までに全てのアメリカ国民が自分の医療情報

をＷＥＢ上で見ることができるようにする」と宣言、それを実現するための専門組織を設

置し、地域単位で医療情報センターを作ることを促した。しかしながら、このプロジェク

トは失敗に終わった。その 大の理由は、連邦政府がこのプロジェクトに必要な資金をほ

とんど出さなかったからである。関係者によれば、連邦政府が資金を出さなかったのは、

ブッシュが議会でこのプロジェクトを発表した時拍手がほとんどなかったことにチェイニ

ー副大統領が立腹し予算を削ったとのことである。これに対して、オバマは、医療 IT 投資

に対して 5年間で 200億ドルの補助金を出すことを決定し、医療界から喝采を浴びている。 

 

５．日本の医療改革への示唆 

5.1 医療のフリーライダーと無保険者発生のメカニズムは世界共通 

筆者が米国の医療改革事情を講演する際、必ず出てくる意見、質問として「米国と日本

の医療制度は対極にあり違いが大きい。しかも米国には 5 千万人近い医療保険未加入者が

いる。したがって、米国の医療改革から日本が学ぶことはない。」がある。しかし、長年日

米比較しながら先進諸国の医療制度を研究してきた筆者から見ると、医療保険制度や医療

提供体制の下で行われている人間の営みは共通点が多く、制度の名称や表面上の仕組みが

異なっていても、その本質に大差はない。 

 例えば、わが国の医療保険制度は皆保険を標榜しているが既に皆保険ではない。国民健

康保険料を滞納している世帯数が 470 万世帯を超えており、これは約１千万人が医療のフ

リーライダーになっていることを意味する。また、資力がありながら国民健康保険料を長

期間滞納した結果健康保険証を取り上げられ資格証明書発行を受けた世帯が 33万世帯ある。

この 33 万世帯は無保険者である。ちなみに、この 33 万世帯には 15 歳以下の子供が 3 万 3

千名おり医療保険給付を受けられない状態にあることが 2008 年に明らかになった。 

 このように医療のフリーライダーや無保険者が発生するメカニズムは、医療保険制度が

公中心か民中心かに関係なく同じである。なぜなら、どのような医療保険制度を採用して
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いたとしても、負担能力のある国民がルールどおり拠出しなければ医療のフリーライダー

や無保険者が発生するからである。公的医療保険制度であっても保険料負担能力のある者

が保険料を支払わなければ皆保険は維持できないし、民間医療保険制度であっても保険料

負担能力のある者が全員保険料を支払えば皆保険制度は実現できる。ちなみに、医療財源

を確保するための医療保険制度の設計には世界共通の原則がある。「現役世代の医療費は全

額現役世代が負担する」、「高齢者の医療費の大部分も現役世代が負担する」、「高齢者も資

力によって応分の負担をする」、「医療財源調達方法は保険料・税・患者自己負担の 3 つ」、

という原則である。この原則により各国の医療保険制度における受益と負担のバランスを

眺めるとほとんど違いがないことに気づくはずである。 

 米国で医療保険未加入者

が増え続ける 大の理由は、

図表 15 のとおり、毎年約

100 万人の移民を受け入れ

ているからである。彼らの

大半は教育レベルが低く低

所得者である。彼らが永住

権を取得すると同時にメデ

ィケイド受給資格を与えた

り、税金で医療保険料補助

を行うことは不可能であり、

政策としても妥当性に欠け

る。この点を看過して日本

の医療保険制度の方が米国より優れていると一方的に断じる論者には、わが国で外国人派

遣労働者の多くが無保険状態で放置されていることの説明を求めたい。 

図表15 永住権取得者数の推移

（出所） U.S. Department of Homeland Securityのホームページより筆者作成
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 なお、今回の経済危機により失業者が急増する結果、わが国においても医療保険料を支

払うことができない人々が急増している。2009 年 3 月 8 日付け朝日新聞によれば、生活保

護世帯数が急増しており 2009 年 1 月時点で過去 高の 116 万世帯に達した。これらの人々

の救済は急務であり、資力のあるフリーライダー防止の問題とは区別して考えなければな

らない。 

 

5.2 日本版ＩＨＮモデル地区を創設せよ 

 松山(2008)に記したとおり、米国のみでなくカナダ、オーストラリアにおいても機能の異

なる医療施設群を垂直統合する形（⇒ＩＨＮ）で公益機能を担う地域医療ネットワーク事

業体を形成している。カナダとオーストラリアは医療保険と医療提供体制が共に“公”中

心であることから、地域医療圏毎に公立病院を核にＩＨＮを編成している。これに対して、

米国の場合は非営利民間病院がＩＨＮ化で先駆し公立病院が追随する構図になっている。 

このように各国でＩＨＮが形成される 大の理由は、医療の技術進歩にある。効能の高
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い新薬の登場や日帰り手術の普及などにより急性期病院における入院日数が短縮され、患

者が急性期病院から外来施設、在宅ケア等にシフトした。そのため、急性期病院単独経営

の発想では医療事業体として成長ができなくなり、退院後の亜急性期ケア、リハビリ、在

宅ケア、介護に至るまで地域住民が求める多様な医療サービスを提供する事業体に転換す

る必要が生じた。また、技術進歩の成果である 新医療機器に投資を継続的に行うには、

医業収入が一定規模以上でなければならない。このようなＩＨＮで働く医療専門人材の職

能と価値観は多種多様であり、年齢や医療技術進歩によっても変化する。彼ら一人ひとり

の要望に応えて人材確保の求心力を高めることは、単独施設では不可能に近い。そこで、

地域医療圏で医療専門人材をプールする機能を持つＩＨＮが評価されているのである。 

 このように医療技術の進歩に合わせて医療提供事業体を変化させることのできるＩＨＮ

の存在は、各国が医療改革を進める上でインフラとして非常に重要である。なぜなら、Ｉ

ＨＮがあれば医療改革の判断材料になる基礎データを常時蓄積することが可能であり、医

療改革をスタートさせた後にその効果をタイムリーに検証することができるからである。 

 これに対して、わが国の場合、8,800 病院のうち 5,700 が自らの利益を 優先する民間病

院である。しかも肝心の公立病院も縦割り行政の弊害の下バラバラに運営されている。そ

の結果、医療改革で医療の標準化、IT 活用、地域連携ネットワーク形成などを唱えても遅々

として進んでいない。 

 わが国も経済危機から脱却するためには医療分野に追加財源を投入して新規雇用を創出

する必要がある。しかし、財政難の中医療分野に追加財源を投入する政策を国民に支持し

てもらうには、新規雇用創出と同時に医療提供体制の生産性向上、医療の質向上につなが

るメカニズムを明示することが求められる。そのための具体的方法として、筆者は、日本

版ＩＨＮモデル地区を設定することを従来から主張してきた。その意味で、この度経済財

政諮問会議が地域医療・介護の強化のための「モデル圏域プロジェクト」を審議している

ことには大いに期待しているところである。 
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