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中国の医療保険制度をめぐる官民役割分担 
―公的医療保険改革に民間保険会社参画の意義 

 

塔 林 図 雅     
(慶應義塾大学通信教育部 非常勤講師) 

 

 

 

1. 国民生活における医療保障制度の位置づけ 

病気や怪我のリスクは，誰にもありうる普遍的なリスクであり，迅速かつ適正な医療サ

ービスが全国民に公平に提供されるべきことが理想的である。医療システムにおいて，政

府，病院・製薬企業，患者など多くの利害関係者が存在する。そのなかで，とくに政府の

役割が大きいことはいうまでもない。政府主導のもとに行われる公的保障は，すべての国

民に医療保障サービスを提供することによって，医療リスクを社会的にカバーしているた

め，その重要性が高い。つまり，国民が基本的な生活を送るうえで，医療を纏わる制度的

保障が要請される。しかし，そのなかで公平性を基準としなければならない。 

国民が公平に医療サービスを受ける権利は基本的な生活権利である。医療をうける機会

は，異なる地域や異なる社会層の間で公平であることは何より大切である 1

医療保障制度は，国民生活の質の向上に大きな役割を果たしており，健康で豊かな社会

生活を確保するセーフティネットである。また，社会にとって医療保障制度の整備により，

労働力の持続性を可能にし，社会的生産がスムーズに行われることによって，社会の安定

と経済の発展にも寄与する。 

。しかし，医療

をめぐる政策理念や優先とする目的が異なるために，さまざまな医療保障システムが存在

する。たとえば，消費者保護の重要性，効率性の優先，医療水準の向上，コスト抑制，公

平性重視，医師の選択など，政策の選択や決定において，幅広い政策目標が影響する。ま

た，私的保障はその補完的役割を果たすため，純粋な自助努力を追求する。 

今日の中国の医療保障政策理念と目標において，公的医療保険の社会的コストを極力抑

制することが優先順位の上位に位置づけられている。それについて，第 2 章で中国の社会

保障制度を概観したうえで，第 3章と 4章で詳しく検討していくこととする。 

                                              
1 Abel-Smith(1976)を参照。 
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2. 中国の公的医療保険制度の特徴と問題点 

2.1 中国の公的医療保険制度の特徴 

改革開放政策施行後，国有企業の改革（株式会社化）にともない，中国の社会保障制度

改革が段階的に行われた。とくに，従業員の生活保障全般を国有企業が担ってきた従業員

の生活保障全般を含む企業（社会）保障システムの改革が，その中心課題であった。その

ため，「企業保障＝社会保障」から「個人+企業+政府＝三者負担」の社会保険料負担方式

へ変換する改革が行われた。それによって，国有企業従業員は社会保険料の一部を自己負

担とされ，強いていえば国民の自助努力を促した形となった。 

中国の社会保障システムにおける公的医療保険制度の特徴は，次の 3 点に集約できる。

第 1 に，公的医療保険制度でありながら，強制加入と任意加入が混合している。つまり，

すべての国民が強制加入の対象ではなく，都市部労働者（公務員を含む）のみが強制加入

の対象者となっている。都市部の自営業あるいは無職者，農村地域住民は任意加入となっ

ている。このように，任意加入は個人意思によって，家計の経済状況が公的医療保険への

加入と離脱に大きく影響し，社会保険財政の不安定をもたらすことが懸念される。さらに，

被扶養者が公的医療保険の対象とされていない。とくに，個人単位形態の加入方式となっ

ている子供が対象外となっている 2

第 2 に，医療保険料の負担は，ハイブリッド型となっている。被保険者は，都市部労働

者の場合，所得に応じて支払う社会保険方式となっている。ただし，日本の公的医療保険

のような労使折半の拠出方式ではなく，企業側がより重い保険料負担を課されている。一

方，所得の把握が難しい都市部自営業者，無職者の住民や農村部の医療保険料は，定額支

払い方式となっている。ただし，いくつかの保険料基準が提示され，そのなかから各自選

択することができる。このような制度・仕組み

。 

3

                                              
2 小中や大学の学生は，学校の団体医療保険に加入しているケースが多い。また，中国の場合，

都市部の典型的な世帯モデルは共働きの夫婦と一人っ子の家族形態であることもその一因とな

っているかもしれない。計画経済体制下では，両親が加入する公的医療保険によって，被扶養者

が医療保障を受けていた。ただし，地域によって，子どもの加入も認める公的医療保険制度も存

在し，多くの省政府が取り入れていくことを表明している。 

の背景には，二元的社会構造や租税システ

ムの不整備などの要因が挙げられる。社会保険である公的医療保険が，本来国民全体にお

ける所得の再分配機能を働かせることによって，制度の運営が成り立っているといえる。

しかし，現在の中国の医療保険制度は「すべての国民が加入する」皆保険を目指している

3 中国の社会保険制度の不備，とくに社会的弱者に関して，埋橋ほか（2012）を参照されたい。 
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反面，公平性を犠牲にしている側面もあると言わざるをえない。とくに所得の高い人が高

い保険料を支払う余力があり，その結果高所得者は都市や農村を問わず，より高い医療サ

ービス給付を受け取るという不公平を生み出す 4。はたして，このような水平的不公平性 5を

どのように是正するかが問われている。アメリカの新医療保険制度に設けてある「保険料

補助やコストシェアリング補助」のような低所得者に対する配慮も不十分である 6

第 3 に，公的医療保険の運営主体は，地方自治体となっている。主に，市を単位とする

運営となっている。したがって，中央政府による一元的な管理ではなく，省をベースとし

た運営システムが各市政府別の運営によって成り立っている。 

。 

また，社会保険料の算定は，地域の平均的賃金を参照基準として，経済格差が保険料に

反映されることとなっているため，地域格差による社会保険格差が大きい。そのなかで，

医療資源が集中している大都市への患者の流入が集中するため，低い保険料負担で低い医

療保障しか得られない被保険者と都市部で充実した医療保障を受けている被保険者間にお

いて，地域間医療保険給付格差が生じることは避けられない。 

一方で，中国政府は医療保険財政の安定を重要視しており，市場原理と保険原理の導入

に積極的になっている傾向が強い。また，医療給付において，現金給付（軽度の疾病，と

くに所管の地域以外で診療をうけた場合）を主としている。患者がすべての治療費を一時

窓口で支払ってから，居住地域の社会保障局へ公的医療保険給付の申請をしなければなら

ない仕組みとなっており，とくに低所得患者の医療アクセスを困難にしている。また，医

療保険給付は，地域の制限を受ける要素が多く存在する。 

このように，都市部労働者の保険料拠出は社会保険方式となっており，職域における社

会連帯を強調している。一方で，都市部住民（子ども，無職者と自営業者を含む）と農村

部の農民は定額保険料方式となっており，保険機能を強調しているといえる。このように，

社会保険である公的医療保険における連帯と相互扶助原則は，中国において一部の国民に

しか適応してないため，医療（保険）格差を無くすべく，今後政策手段を見直すべきであ

る。 

  

                                              
4 高い保険料の支払いを選択した場合，それに比例して医療保険給付も高くなるためである。図

表 6とその注を参照されたい。 
5 水平的公平性は，同じ医療ニーズを有する人々が所得水準などに関係なく等しく医療サービス
を受けることを指す。Morris,et al(2007)と Wagstaff,et al(1991)を参照。 
6 長谷川（2012）を参照。 
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2.2 中国の公的医療保険制度の仕組み 

中国の社会経済の特徴は，固有の二元的構図である。つまり，都市部と農村の二元的構

造である。それによって，都市部と農村部において，全く異なった医療保障システムが形

成された。 

都市部の医療保険制度は，1951 年の「中華人民共和国労働保険条例」の施行を受けスタ

ートした 7

「基本医療保険制度」の仕組みは次の通りである。 

。その後，1992年の社会主義市場経済体制の確立を受け，さらなる制度改革が行

われた。すなわち，1993年に開催された中国共産党第 14回 3次会にて，「都市部従業員の

年金，医療保険の負担は個人と企業がそれぞれ分担し，社会プール制度と個人口座を創設

する」ことを明示した。この社会プール制度が，1994年より試験的運行段階に入り，鎮江

市（江蘇省）と九江市（江西省）が全国に先駆けて，医療保障制度改革を始動させた。そ

の試験的成果が評価され，1996年に試験都市が 40まで拡大され，1998年に国務院は「城

鎮職員労働者の基本医療保険制度設立に関する国務院の決定」（以下「基本医療保険制度」

と略す）を発布した。それは，従来の公費医療保険制度（国家公務員（行政編成・事業単

位編成）対象）と労働保険制度（国有・集団所有企業従業員（労働者）対象）に代替する，

全国統一の新たな医療保険制度の実現を意味している。しかし，政策理念として評価に値

するが，地域経済格差が急速拡大したことを受け，地位間の医療保障格差も広がりをみせ

ている。そもそも二分化していた都市部の医療保障制度が現状維持の地域も多く存在し，

制度の実行段階におけるさまざま障壁や課題が存在する。 

①都市部労働者を対象として基本医療保険制度は，個人・企業・政府の三者負担による

制度運営となっており，個人責任・自己責任意識の喚起とともに，医療保険給付費を抑制

する政府の政策目的が窺える。 

②個人口座と社会プール基金口座の設置である。具体的には，個人が負担する医療保険

料＋企業が負担する部分の約 30％を個人口座 8

                                              
7 「中華人民共和国労働保険条例」は，労働者を対象とした社会保険制度であった。つまり，労

働中の災害や病気などを保障する医療保険制度，老後の生活保障としての年金保険制度を国有企

業（集団所有企業有を含む）より直接提供する仕組みであった。とくに，労働医療保険制度によ

って，労働者の家族の診療・入院費用などもカバーされていた。 

に積み立て，少額の医療給付に対応する。企

業が負担する部分の約 70％と政府拠出部分は社会プール基金にプールされ，重大疾病によ

8 本制度発足時に，個人負担分は賃金総額の約 2％である。一方，企業の負担部分は，職員の場

合賃金総額の約 6％，労働者の場合賃金総額の約 2％を支出する。ちなみに，地域によって本人

や企業の負担割合が多少異なる。 
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る高額入院・治療費用に対する給付に充てられる 9

③保険者は，地方自治体であり，社会プール基金の管理監督と運営責任を担う。しかし，

近年社会プール基金の外部流用や立て替え使用などの不祥事が相次いで起こった。その背

景には，地方自治体を単位とした社会プール基金の「砕片化」問題の顕在化による基金の

運営管理体制の綻びがあった。つまり，地域の規模に応じて，社会プール基金の積立額の

規模も多種多様であり，それに対する全体的な監督体制の整備が不十分だったことが浮き

彫りになった。 

。現行の基本医療保険口座にこの二つの

口座が内包される形となっている。 

一方で，農村部の医療保障制度は，1950年代半ばごろに集体（団）経済主体と農民個人

の拠出による相互扶助理念に基づく医療互助制度が設立され，農村合作医療制度が広がっ

た。いいかえれば，農村部における医療保障制度の形成は，農民自体による自発的な活動

から始まった訳である。その後政府のバックアップと支持により，農村地域において農村

合作医療制度が定着していった。しかし，1978年の改革開放政策施行後，農村の人民公社

体制が崩れ，医療保障制度も形骸化していった。その結果，実質的には多くの農民が完全

自費で医療費を支払うことになってしまい，病気治療のために家計が破たんするリスクが

格段に高まった。その後，都市部医療保険改革がある程度進むことにつれて，2003年から

新型農村合作医療保険制度 10

また，2007年に「都市部住民基本医療保険制度」が発足し，全国民を対象とする中国の

公的医療保険制度が形式的に完成した。このように，基本的には戸籍制度（都市戸籍と農

村戸籍）による区分，公務員，企業従業員，農民といった職業による区分を基本として制

が導入された。 

                                              
9 医療費の膨張を抑えるため，被保険者が居住する地域の平均年収の4倍を支払い限度額とした。
これは，医療制度財政の安定を図るうえで有効であるが，経済発展の遅れている地域の住民にと
って医療保障を享受する権利が制限されることにもなることを意味する。さらに，医療保険給付
の対象となる病院及び薬局は政府が指定しており，指定病院・薬局以外でサービスを受けた場合
は保険の対象外である。総合病院が集中している大都市では，地方から多くの患者が治療をうけ
るために押し寄せるため，患者獲得競争が激化している（地域や病種の規定によって，公的医療
保険給付を受けられないケースもある）。なお，医療費の自己負担率は，小規模病院ほど低く設
定され，小規模病院の利用へ誘導されている。 
10 新型農村合作医療保険制度は，任意加入であり，農民の自己負担と財政補助により，直轄の
市政府が制度運営をしている。また，保険料は比較的低く設定されており，農民の支払い能力を
考慮した医療保険政策であるといえる。そのほか，余力のある農民は比較的高い保険料支払いラ
ンクを選択できるような仕組みとなっている。つまり，画一的な保険料設定ではなく，2つ以上
の基準を設けており，農民はそのうちどのランクを選択するかが自由である。しかし，支払ラン
クと医療保険給付限度額が当然リンクしており，高い保険料を支払った人がより高い医療保険給
付を受けることができる仕組みとなっている。また，入院診療の場合，基本医療保険の給付率は
85-100%となっているのに対して，新型合作医療制度では 30-65%，都市部住民医療保険制度では
35-90%となっており，大きな制度間格差が存在する。于（2009）pp.7-16 を参照。 
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度設計がなされている。さらに，中国における今後の医療衛生制度改革の方向を示すもの

として，中国政府は「中共中央国務院の医薬衛生体制改革の深化に関する意見」と，それ

に基づく「医薬衛生体制改革の当面の重点実施方案（2009-2011）」を公布した11

2.3 中国の公的医療保険制度の問題点――公平性の観点から 

。 

近年，中国の基本医療保険制度の普及が進んでおり，医療衛生費用も逓増傾向にある。

そのなかで，とくに医療保障給付が逓増しており，国民への公的医療保障の提供が功を奏

してきたといえる。しかし，本制度は試験的段階におり，抱えている根本的な問題を明ら

かにすることが，今後の制度改善に有効である。したがって，ここでは中国の公的医療保

険の理念と仕組の考察をふまえ，制度的議論より以下の根本的な問題を論述したい。 

中国の公的医療保険制度は，職域別・地域別運営となっており，さらには強制加入と任

意加入が混合する制度となっている。ここで，このような制度の特徴をふまえながら，公

平性の観点から検討し，中国の公的医療保険制度の問題点を明らかにしたい。 

そこでまず，本論で主張する公平性について見解を述べておきたい。経済取引における

公平性は，取引対価が等しくなければならないことを指すため，単純明快である。しかし，

社会保障における公平性は社会的にみた公平性であり，機会の平等と結果の平等を求める

ため，利害関係者間における権利・責任・義務の明確化が困難である。また，中国の場合，

                                              
11「実施方案」の概要によると，2009年から2011年までに次の６つの側面から取り組むことを目
的に掲げている。（1）基本医療保障制度構築を加速させる。具体的には，全ての国民を対象に
した基本医療保障制度を整備し，その中核となる都市労働者基本医療保険，都市住民基本医療保
険，新型農村合作医療の加入率を3年以内に90％以上を達成する一方，保険加入者の「社会保障
共通カード」の利用を普及させ，保険機関と医療機関の直接精算を地域間で実現する。また，今
までカバーされなかった倒産企業の退職者と困窮企業の労働者，大学生，は都市労働者基本医療
保険，都市住民基本医療保険に加入できる仕組みをつくる。農民工は，戸籍地の新型農村合作医
療または勤務地の都市住民基本医療保険に加入する。困窮家庭をカバーする都市・農村医療救助
制度を充実させる。（2）国家基本薬物制度の基礎から確立する。 国家基本薬物目録を公布し，
国は基本薬物の小売指導価格を制定し，省級人民政府は国の指導価格の範囲内において管轄区内
の統一購入価格を決定する。（3）基本医療衛生サービス体系の健全化を実現する。具体的には，
基本的な医療・衛生機関の設置を強化し，3年間でサービス体系の整備を終える。都市部病院の
農村地区への支援制度を設け，全ての都市部の総合病院が県（町）レベルの病院と長期的な協力
関係を築いていく。（4）基本公共衛生サービスの平等化を促進する。具体的には，国家が基本
公共衛生サービスの項目を制定し，病気予防・健診，母子保健，健康教育等の分野の各項目につ
いて2009年から段階的に都市・農村部で実施する。（5）公立病院の試験的改革を推進する。具
体的には，公立病院の管理体制，運営体制，監督体制を見直し，患者の待ち時間の短縮等のサー
ビスの向上を図る。（6）基本医療保険制度に対する財政補助を拡大させる。政府は2009年から
2011年の3年間で計8,500億元を投入する。すなわち，国と地方の分担支出であり，中央政府が4
割，地方政府が6割負担する。財政支援は，主に保険料補助等に投入（補助金の2/3）し，残りは
医療機関整備等に投入（補助金の1/3）する。とくに，医療保障基盤が弱い中西部地区に重点的
に投入するとしている。 
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中央政府が制定した基本医療保険のガイドラインに従い，各省が独自に医療保険の制度設

計をし，施行するため，制度内不公平と制度間格差が生じている。したがって，本論にお

ける公平性の観点は，職域別運営によって生じる制度間格差と地域別運営にともなう，制

度内不公平に焦点を当てることとする。 

そこで，第 1 に，上記の二つの視点から公平性を考えれば，国民が負担する保険料の公

平性，医療アクセス，医療資源分配の公平性が重要である。とくに，地域特性をふまえた

制度改革の公平性 12

第 2 に，公的保険制度において，強制加入と任意加入が混在することによって，制度間

格差を拡大させている。とくに，もっとも社会的弱者であろう無職，自営業者，農民が任

意加入となっているため，公的医療保険制度がすべての国民に公平に医療保障を提供する

政策理念が実現できていない。なお，中国政府は 2020年までにすべての国民をカバーでき

る統一した医療保険制度の樹立を目指しているが，それは全体の枠組みとしての政策目標

である。つまり，加入形態においては，強制加入と任意加入となっており，制度運営も地

域別となっているため，保険料および医療サービスの両方の側面において，地域の経済発

展レベル・財政状況に大きく影響される。 

，医療供給システム構築の公平性，競争メカニズム導入による公平性の

実現が喫緊の課題となっている。中国の公的医療保険制度は社会保険制度の一環として，

入口の段階で既に「不公平」の要素を含んでいると言わざるをえない。しかし，中国は国

土が広いうえ，人口も 14億人を超えている巨大国家であるため，統一した基準あるいは均

一な政策で医療保障制度を構築するのが現実的には，無理がある。ただし，地域の事情を

勘案し，自治体の判断に任せることが基本的な制度実行のスタイルとなっているが，「公平

性」基準をもって制度設計およびその後のモニタリングを図るべきであろう。 

第 3 に，給付水準に上限をつけることについて，その是非を議論する。中国政府が目指

す公的医療保険政策が，日本のように皆保険制度に類似する点もあるが，その根本的な違

いは，医療保険供給における制限である。つまり，個人責任を追及した条件付き給付と給

付水準の上限の設定にみられる制度的欠陥である（図表１参照）。そこからみられる中国の

                                              
12 小塩（2007）は，地域間調整が必要となるのは，年齢要因と所得要因が存在するからである
と指摘している。こうした地域間調整は，いわゆる「リスク調整」の典型例である。「年齢調整」
は，各地域において，年齢階層別一人当たり医療給付費が全国平均に等しいと仮定したうえで，
各地域の年齢構成が全国平均の年齢構成に等しいとした場合の地域間格差を調整するものであ
る。「所得調整」は，一人当たり医療給付費が全国平均に等しいと仮定して，その医療給付費を
賄う保険料率が地域間で同じになるように地域間格差を調整するものである。つまり，人口構
成が相対的若い地域は，ほかの地域に財源を拠出することになる。一方で，低所得地域は
受け取り側，高所得地域は拠出側となる。pp.44－45。 
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公的医療保険政策は，皆保険制度を目指している反面，制度運営における財源確保のため，

医療費の個人負担を求めているといえる。実際，医療保険制度運営の財源の拠出は，主に

地方政府が担っている 13

 第 4 に，個人口座と社会プール基金口座による支払基準から生じる一部負担問題

。 
14

なお，医療保険制度の改革において，保険料の設定や対象者が中心内容となるが，医療

システム改革を含めた包括的一体的な改革が必要である。大都市と地方都市，農村地域の 3

階建医療供給システムをスムーズに構築することこそが，医療保険制度が機能することを

可能とする。なお，医療システムにおける大都市集中の問題について，別稿にて論じるこ

ととする。 

であ

る。病気という普遍的リスクを政府が公的医療保険の提供を通じてカバーすべきであるが，

中国の場合制度改革が地域ごとに行われており，統一した医療保障政策が欠如しており，

政府機能が後退しているといえる。このような厳しい条件付き医療保険制度であるため，

国民は結局自己負担を強いられることになりかねないし，個人にとって満足できる公的医

療保険制度とはいい難い。 

第 5 に，地方自治体が主体で医療保障制度を運営するため，保険料や医療給付の決定に

おいて，地域間の財政状況が深く反映されることとなっている。そのため，経済発展の遅

い地域の保険料は医療サービス支給が同時に低い水準となっている。しかし，医療供給に

おける大病院や医師が大都市に集中しているため，発展の遅れている地域の国民にとって，

最善の治療をうけるために，大都市にいくしかない状況となっており，看病や介護のため

に家族が付き添うケースがほとんどであるため，個人にとって医療費や入院費用以外の交

                                              
13社会保障の財源を含む制度運営について，今までは法的根拠がなかった。しかし，2010年 10
月に全国人民代表大会常務委員会にて，「社会保険法」が採択され，2011年７月１日より施行
となった。「社会保険法」は，立法形式で確立された初めての社会保険制度の包括的枠組みとな
る。内容は，社会保険の原則，各種保険の対象範囲，社会保険の取扱い項目ならびに適用条件，
社会保険取扱機関，社会保険基金の監督，各種社会保険の保険料徴収・保険金受取等について規
定している。同法はまた，国に対して，基本年金保険，基本医療保険，労災保険，失業保険，生
育保険といった各種社会保険制度を構築し，国民が老後の生活，疾病，労災，失業，出産・育児
といった状況において同法に基づき国や社会から支援を受ける権利を保障すべきとしている。 
14 病気の深刻さによって，支払いの口座が異なる。軽度の病気の場合，自己負担または個人口
座より支払い（それを超える部分は，自己負担）となっている。入院手術を必要とする重大疾病
の場合，社会プール基金により支払（ただし，給付の上限あり。上限を超えた部分は自己負担）
となっている。また，治療を病院（1級，2級，3 級のランクがあり）の種類と医療保険給付対
象となる病気や薬の種類によって，医療保険による給付率が大きく異なる。ちなみに，個人口座
は現金給付方式であり，社会プール基金は現物給付方式となっている。しかし，管轄の地域以外
の病院で入院手術する場合，現金給付方式となっている。 
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通宿泊費が重なることが大きな経済的負担となっている 15

 

。したがって，医療保障制度は幅

広い利害関係者を内包しており，社会保障の範囲内だけではなく，むしろ患者によりより

公的医療サービスを提供するとこを最大の目的とし，すべての政策目標がそれを中心に設

定すべきである。 

３．中国の医療保険制度改革における民間保険会社参画の評価と課題 

―「湛江モデル」の分析をふまえて  

2007年にスタートした湛江モデルは，中国の公的医療保障制度改革における新たな試み

である 16

                                              
15 劉ほか（2011）では，中国における医療格差を分析している。それによれば，医療格差の原

因は地域間経済格差に起因するものであると指摘している。pp.22-25 参照。 

。それは，湛江市の公的医療保険制度改革において，民間保険会社との共同運営に

踏み切ったことである。また，その他の公的医療保険モデルと異なる点は，都市部と農村

部という従来の仕切りを取っ払った，都市と農村一体型の公的医療保険制度の構築を目指

すことである（図表 2,3参照）。湛江モデルは近年急増する個人の医療費負担に対して低

すぎる公的医療保険給付の問題が大きな批判を浴び，社会問題化している厳しい状況を打

開するための政府戦略であり，この政策理念は民間保険会社間の競争を促進する一方で，

極力財源確保のために民間保険会社を活用する施策でもあった。しかし，民間保険会社の

16 湛江市政府の公表データによれば，湛江モデルが始動以来市民の医療アクセスが改善さ
れ，入院率が1.5%から6.4%まで上昇したという。また，１人当たり入院費用は8851元より3543
元まで低減したのは，民間保険導入による治療コストの抑制や効率向上による相乗効果であると
いう。また，2010年の加入率が85%に達した。 

公的医療保障 

（一部自己負担） 

自己負担 

自己負担 

医療費負担 

給付上限額 
 
 
給付開始額 

医療保険給付 

図表１ 中国の現行公的医療保険における自己負担と給付 

出典：筆者作成。 
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選別にあたって，基本的にすべての生命保険会社が参画可能としている反面，結果的に国

有保険会社が選ばれている。 

「湛江モデル」17

  「政府購買」方式の問題点は，民間保険会社参画による負の影響である。民間保険市場

の競争規律を撹乱させる可能性もあり，政府監督が十分機能しない可能性もある。 

とは，「政府購買」方式によって民間保険会社が医療保障制度の運営に

参画することである。具体的には，政府が社会保険プール基金口座の一定割合（湛江モデ

ルは，15%）を民間保険会社に出再する形で，民間保険会社の「重大疾病保険」を購入する

ことによって，患者の高額入院治療費用が社会保険プール基金口座でまかない切れない場

合，民間保険会社が支払を行う制度である。ただし，その支払にも上限が設けられている。 

 また，「湛江モデル」は中国でそもそも発展地域のモデルであり，果たしてそれをその

まま財政基盤の弱く，発展の遅れをとっている西部地域等で導入することが適切なのか，

議論の余地がある。 

図表 2 基本医療保険制度とその他モデルとの比較 

 「両江モデル」 

（鎮江市・九江市） 

基本医療保険制度 

（ガイドライン） 
「湛江モデル」 

対象者 
都市部従業員，公務員 

（退職者の保険料は免除） 

都市部従業員，公務員 

（退職者の保険料は免除） 

都市部と農村の一体型医療

保険制度 

保険料 

負担方式 

政府＋企業＋個人の 

三者負担 

政府＋企業＋個人の三者負

担 

政府＋企業＋個人の三者負

担（労働者）or政府＋個人の二

者負担(自営業者，無職者，農民) 

保険料 

雇用者側 10%，被用者 1% 

個人口座： 

「個人支出＋雇用者支出の 40%」 

社会プール基金： 

「雇用者側支出の 60%」 

雇用者側 6%，被用者 2% 

個人口座： 

「個人支出分＋雇用者側支出の 30%」 

基本医療保険口座： 

「雇用者側支出の 30%」 

雇用者側 6.2%，被用者 2% 

（被用者以外は，定額方式） 

（提示される２つの保険料から自由に選

択できる。20 元 or 50 元 ）注） 

基金の 

運営主体 

市政府 地方自治体 市政府 

給付上限 
上限なし 当該地域の平均賃金（年額）

の 4倍が上限 

上限なし 
自営業者，無職者，農民の場合： 

8 万元（保険料が 20 元の場合） 

10 万元（保険料が 50 元の場合） 

民間保険会

社の参画 

なし なし あり（委託管理） 

政府機能の一部代替 

注）2010年以降，それぞれ 30元と 60元まで引き上げられた。それに応じて，医療保険給付額も大
幅にアップし，16万元と 18万元となった。 

出典：関連記事をもとに，筆者作成。 
                                              
17 湛江市は，人口約720万人（うち市区の人口約168万人）の中規模都市であり，広東省の省直
轄市である。広東省の南西部に位置し，中国南部の重要な港湾都市であり，19世紀から1945年ま
ではフランスの租借地であった。また，湛江市は改革開放政策の施行によって最初に対外開放さ
れた都市の１つであり，1984年に沿海開放都市に指定された。 
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図表 3「湛江モデル」のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成。 

 

 「湛江モデル」は，都市部と農村の一体型医療保険制度を設けることによって，制度間

格差を解消する方針を打ち出したことが評価できる。一方で，公的医療保険の特殊性から

考えれば，適切な政府関与が必要であり，民間保険会社のモラル・ハザードリスクを抑止

する責任を負っている。また，都市部と農村の医療保険制度の一本化 18

中国政府の今後十年の目標は，都市部と農村部を一体化した医療保障制度の構築である。 

が実現されたが，従

来の労働者とその他の属性グループという保険料の算定基準が変わっていない。また，近

年の医療費の高騰と対照的に，相対的に低い保険料設定の結果，公的医療保険の加入率が

上昇しているが，低い保障水準となっている。一方で，公的医療保険の給付を一律現金給

付方式に転換したことによって，市民の医療アクセスの利便性を高めると同時に，治療費

を事前に用意する一時的な多額の経済負担から解放され，現金給付方式の煩雑さも解消さ

れた。 

現行の医療保障制度において，都市部医療保険と農村部医療保険制度が完全に分裂した形

で運営されており，それぞれ独立したシステムとなっている。多くの地域において，「新

しい農村医療保険制度」や「新型農村合作医療保険制度」が試験的に行われた19

                                              
18 保険制度の一本化は,保険者を統合して,単一の保険制度とすることを指す。保険制度の一元
化は，さまざまな保険者の並存を前提として,保険者間の給付と負担の格差を少なくしていくこ
とを指している。医療保険政度研究会（2007）pp.28-31。 

。その主な

19 2012年 4月 11 日，中国衛生部と保険監督管理委員会は「新型農村合作医療保険の運営におけ

る商業保険会社が参画する指針」（衛農衛発「2012」27 号公文）を共同で公布した。それによれ

ば，今後の新型農村合作医療保険の運営について，民間保険会社に委託管理することを推進する

被保険者 

（患者） 

民間保険会社 医療機関 

保険者 

（地方自治体） 

 
保険料 

  
保険給付（条件付き） 

 

情報開示 

 医療サービス監督 
高額療養費の支払 

医療サービス 
 
政府機能の一部代替 
受再収益 

再保険

（出再） 
 

 

治療費 
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目的は，都市と農村を統一の実現にむけ，地方自治体による財政支援のもと，都市部の低

所得者と農村部の住民にも公平に公的医療保険を提供するためである。さらに，地域によ

ってすでに一元化した医療保険制度の試みが始まっている。 

なお，2011 年に広州市の新医療保険制度改革がスタートした 20

４．中国の医療保険制度における官民役割分担の意義 

。広州市政府も湛江モデル

と同じく民間保険会社を導入することを表明した。ただし，その対応方法は湛江モデルと多

少異なるものの，いずれにしても公的医療保険制度において民間保険会社が医療給付や基

金管理運営などの実体的運営に幅広く参画することになる。市場原理を導入するという意

味で，画期的な政策と評されるかもしれないが，国有（営）医療保険会社に独占権を与え

ることによって，民間医療保険市場が受ける影響を吟味する必要がある。 

湛江モデルでは，中国の医療保険制度における新たな官民役割分担の在り方が示されて

いるといえる。しかし，その是非について，より深い議論と検証を必要とすることはいう

までもない。中国のような第 3 次元のモデル国家として，それに合った医療保障制度とは

何か，今後の施行策の成果を分析し，よりよい政策提案をしていくことが重要である。 

（１）政府責任の縮小を意味する「政府購買」方式をどう理解すべきかが問われる。政

府は，社会保険プール基金のうち一部を民間保険会社に出再しており，患者の治療費にお

ける高額療養費の支出に対して民間保険会社は保険給付を行う仕組みとなっている。民間

保険会社の役割と機能が，政府の政策的意図によって一段と上昇した。それによって，従

来の社会保険と民間保険の役割分担の在り方が大きく変換する傾向にあると考えられる。

どこまで，民間保険会社の参画を認めるべきか，現試験的段階において結論づけられない

が，将来的に全国規模で湛江モデルを普及させることの可能性も高いことを勘案すれば，現

段階での実務をふまえた理論的な考察と分析が重要となる。 

（２）政府機能の一部を代替する民間保険会社の選別は，競争メカニズムによる民間保

険会社の導入が望ましいであるが，事実上国有大手保険会社に集中する可能性が高い。ま

た，外資系や中小保険会社が引き受け圏外となる可能性が高い。民間保険会社の選別にお

いて，政府のコントロール力が波及しやすい保険会社が有利であり，保険会社の財務の健

                                                                                                                                     
とともに，持続的な制度の安定性を確保するため，地方政府の監督責任を強化するとしている。 
20 鳳凰網 http://news.ifeng.com/mainland/detail_2012_08/28/17144816_0.shtml。「广
州医保或以“政府购买服务”方式引入商业保险」（広州市公的医療保険が「政府購買」方式による民間保険を導入）
（2012 年 08月 28日付） 

http://news.ifeng.com/mainland/detail_2012_08/28/17144816_0.shtml�
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全性と公的医療保険引き受けプロセスにおけるモラルリスクの排除が重要である。 

（３）制度の持続をいかに確保するかが，今後の課題となるであろう。たとえば，多額

の保険給付が発生し，民間保険会社の経営が圧迫された場合や，民間保険会社が一方的に

協力関係を解消するリスクなどが発生した場合，公的医療保険制度の安定と持続可能性を

脅かす可能性が高い。したがって，いかにこのようなリスクをコントロールし，その影響

を最小限抑えることが大事である。また，民間保険会社のモラルリスクが発生可能性もあ

るため，政府は対応策を講じなければならず，行政コストが増大する可能性もある。 

（４）公的医療保険に民間保険会社を導入することが，民間保険市場に与える影響も大

きいと考えられる。つまり，自由競争を妨げる可能性があり，潜在的ニーズの高い医療保

険市場に公的医療保険の保険者として指定された場合，ある種独占権が与えられたと捉え

ていいかもしれない。なぜならば，民間保険会社にとって，公的医療保険に参画すること

によって，政府の医療保険政策方針への認識が高まると同時に，一般の患者へ直接アプロ

ーチすることを通じて，自社の知名度やブランドイメージを高めることができる。したが

って，これらの潜在的保険消費者がその会社の保険商品を検討し，加入する確率が高まる。

その結果，本来なら自由競争が行われる民間保険市場において，特権者との対立が予想さ

れ，効率化や自由競争の市場メカニズムに負の影響を与えかねない。 

（５）「湛江モデル」の重要な政策的含意を再考する必要がある。そこに，社会保険の本

質論の観点が必要である。アメリカのような民間保険中心の医療保険システムあるいは日

本，イギリスやドイツのような社会保険中心の医療保険システムを構築していくべきか，

政府の政策判断が求められる 21。また，地域間経済格差による制度内不公平を是正するため

には，医療保障制度の地方分権が必要であり，細かく市町村の行政区分より，経済発展レ

ベルや地理的，社会経済環境の類似性の高い地域ごとを一つのブロックとして設置運営を

すべきである。地域特性と医療保険ニーズの変化を察知することも重要である 22

中国の新医療保障制度は，国民に広く医療保障サービスを提供するという政策的目的が

評価されるべきである。しかし結論的にいうと，もっとも保護されるべき社会的，政治的，

経済的面で弱者となっている無職，自営業者，農民を犠牲にしていると言わざるをえない。 

。 

医療保障制度は，国民の健康生活の向上を目的としなければならない。それは，医療機関

の適正な配置，医療供給・医療サービスの一体化システム化が，医療保障制度と連動して

                                              
21各国の医療保険制度について，田近・尾形（2009）pp.81-136参照。 
22小塩（2007）pp.101－120。 
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初めて実現可能となる。また，その構築において財政上の問題や税の問題が実際に大きな

ネックとなると考えられるが，中央政府と自治体の役割分担と協力関係を強化することが

要請される。 

おわりに 

中国の発展プロセスは，今までの「歴史的経路や経験則，経験科学で積み上げられてき

た「暗黙の前提」を裏切る」23

本研究は，経商連携グローバル COE プログラムのテーマである「市場の高質化と市場イン

フラの総合的設計」と密接に関連しており，中国の医療保険の市場インフラ整備に向けた

公的医療保険制度をめぐる官民役割分担の重要性と課題を検討した。とくに中国の医療保

険市場そのものを内生的に捉えながら，公的医療保険制度の改革における民間保険会社の

参画の意義を議論した。今後，医療保険の市場インフラつまり医療保険制度の再構築が喫

緊の課題であり，制度改革にともなう官民役割分担の意義とあり方を深く議論することが

重要である。中国における医療保険市場の高質化は，インフラ設計（制度設計）と構築を

前提としており，国民生活の安定化にとっても政府主導の制度作りが要請される。 

構造変動をみせている「中国モデル」であった。すなわち，

国家資本主義の形態に近い強力な政府コントロールと介入によって，持続的な経済発展を

可能にした。このような漸進的移行経済体制改革が，社会経済の多面的変動をもたらして

いるため，社会の安定を維持するうえでもっとも重要なのは，国民全体に提供できる「安

全網」である。社会保障制度はそれを実現するための制度であり，民間医療保険はその補

完的な役割を果たしている。 

  

                                              
23 毛利（2012）pp.23－30。 
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