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Summary
China introduced a new medical service provision system in 1999 with the social insurance principle,
the Basic Medical Insurance System . This insurance system is managed by local governments, which
can decide the details of the system such as the level of contributions and provisions under the national
guidelines. As a result, the gaps of the medical treatment levels among regions are widening. This paper
aims to analyze the current situations of the Basic Medical Insurance System , focusing on two cities;
Shanghai, which is the economically richest nationwide, and Qingdao, a typical middle size coast region.
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Ⅰ

はじめに

理・サービスなどの社会化の程度が低いといえるのであ
った。さらに、定年退職者の医療費も、退職前に在職し

「基本医療保険制度」を導入する以前の中国の医療保
険制度は、主に「公費医療制度」 、「労保医療制度」
1

2

及び「農村合作医療制度」 3 の三種類から構成され、そ

ていた企業が全額を負担するため、企業の操業期間が長
ければ長いほど定年退職者が多く、企業の負担が重くな
る一方であった。

のうち「公費医療制度」と「労保医療制度」は、
「無料医療」
とも呼ばれていた。

1980年代から、社会主義市場経済体制の浸透と高齢化
社会の急速な進行に伴い「公費医療制度」と「労保医療

特に、「労保医療制度」は初期の全国的に統一管理さ

制度」の問題点は一層大きくなっていく。医療費の増加

れた社会保険制度から、1960年代後半より、企業ごとに

は国家や企業にとって重い財政負担になり、この両制度

独立して管理する保険制度に変化した 。この変化は、

はそのままでは継続できない状態になっていった。

4

「労保医療制度」を社会保険化ではなく、「企業保険」化

そのため、中国では、1980年代後半からいろいろな方

することを意味し、従業員および退職者の医療費を、す

式で医療制度の改革が試みられた。それらの改革成果を

べて企業が負担するという特徴を与えることになった。

踏まえ、1998年12月、中央政府はようやく従来の「公費

言い換えると、この制度は、企業による企業内保障に個

医療制度」と「労保医療制度」を一本化し、「社会保険

別化し、その経費を自社の収入より自主控除して支出す

方式」で運営する「基本医療保険制度」と呼ばれる国有

るため、リスク（危険）の社会的規模における分散や管

企業および民間企業を対象とする医療保険制度のプラン

（1）

生活科学研究誌・Vol. 4（2005）

を公表した。この新たな医療保険制度プランは、「最低

の実情に合わせて作られたものであるため、大きな違い

限の公的保障と自己責任の原則」に基づき、「保険料で

が見られる。

給付を賄う」という方式で運営していくことが示されて

ここでは、両地域はこの制度に関する保険料、保険基

いる。従来の医療保険制度と比較すると、国家、企業の

金と給付内容などを比較したうえで、地域格差を明らか

直接的な医療費負担がなくなり、被保険者本人の負担が

にしたい。

大幅に増加した。これによって、患者側における「モラ
ル・ハザード」の発生を押さえる効果が期待されている。

1 ．保険料

また、基本医療保険基金は、「個人医療口座」と「社

「基本医療保険制度」を支える基本医療保険基金は、

会医療統括基金」により構成され、それぞれの使用目的

企業の保険料と被保険者の保険料によって賄われる。そ

が細かく決められている（図 1 を参照）。

の割合は地域によって異なるので、上海市と青島市にお

しかし、この改革はあくまでガイドラインに過ぎず、

いて比較する。

地方政府がそれぞれの地域の実情に合致した「実施細則」
を制定し、実施することになっている。本稿では、まず

（ 1 ）上海市

上海市と青島市の基本医療保険制度のそれぞれの現状を

まず、在職被保険者の場合、本人の支払う保険料は前

把握した上で、両地域にどのような地域格差があるのか、

年度の本人月平均賃金の 2 ％に相当する金額である。た

という点に焦点をあて「基本医療保険制度」を検討して

だし、本人月平均賃金のうち、前年度の上海市在職者月

いくことにする。

平均賃金の300％を超える部分は保険料算定のベースに
算入しない。一方、同平均賃金の60％を下回る場合は同
平均賃金の60％をベースとする。これに対して、定年退
職者の場合、保険料の個人拠出金は免除されている。
つぎに、企業の拠出金は、当該企業の上述在職従業員
の保険料算出ベースの総和の12％に相当する金額になる
5

。そのうちの10％は ｢ 社会医療統括基金 ｣ 6 保険料とな

り、 2 ％は地方附加医療保険料として ｢ 附加医療保険基
金 ｣ 7 に納付される。
（ 2 ）青島市
在職被保険者の場合、本人の支払う保険料はその年度
の月収ベースの 2 ％に相当する金額である。定年退職者
の場合は保険料の個人拠出金が免除されている。
企業の拠出金は、当該企業の在職従業員の保険料算出
ベースの総和の 8 ％に相当する金額になる。
図− 1

中央政府の「基本医療保険制度」ガイドラインの仕組み

また、青島市では、それとは別に「大病医療統括基金」
を作り、被保険者本人が毎月 2 . 5 元（定額）を保険料

Ⅱ 上海市と青島市の「基本医療保険制
度」の内容の違い
上述のように、1998年12月、中央政府は「基本医療保

として納付することになっている。

2 ．保険基金
（ 1 ）上海市

険制度」に関するガイドラインを公表した。それを受け、

新制度の保険基金は、「基本医療保険基金」と「附加

上海市では、「上海市城鎮職工基本医療保険制度規則」

医療保険基金」によって構成されている。また、「基本

を制定し、2000年12月 1 日から実施した。一方、青島市

医療保険基金」は、
「社会医療統括基金」と「個人医療口座」

では、上海市と同じく「青島市城鎮職工基本医療保険制

によって構成されている。

度規則」を作り、2000年 7 月 1 日から実施したことにな
っている。

まず、「基本医療保険基金」は、企業が拠出する保険
料算出ベースの10％を原資とするものである。この企業

ところが、この制度の内容は両地域がそれぞれの地域

が拠出した保険料算出ベースの10％の原資から、前年度

（2）
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上海市平均賃金をベースに表 1 のような割合（その割合

表− 2

は 5 つの年齢層に分け、年齢に応じて高くなるが、高齢

上海市現役世代、早年退職者1と定年退職者の
一般外来・急患の医療費負担の比較

者に対しては配慮されている）で「個人医療口座」基金
に積み立て、残った全額が「社会医療統括基金」に繰り
入れられる。この「社会医療統括基金」は、各企業の外
部で独立して運営され、被保険者および定年退職者の共
通の基金として財政管理される。また、「附加医療保険
基金」は、上述したように、企業が納付した地方附加医
療保険料（ 2 ％）による。
（ 2 ）青島市
青島市では、新制度の保険基金は、
「基本医療保険基金」
と「大病医療統括基金」によって構成されている。この
うち、「基本医療保険基金」も上海市と同様に「社会医
療統括基金」と「個人医療口座」によって構成されている。
企業が拠出した保険料算出ベースの 8 ％の原資から、
上海市とは異なり、本人月賃金をベースに表 1 のような
割合で「個人医療口座」基金に積み立て、残った全額が
「社会医療統括基金」となる。
表− 1

現役世代と定年退職者の「個人医療口座」積立金の比較

②青島市
一方、青島市では、一般外来、急患、または定点薬局
で処方を受ける場合に発生する費用に対する支払いは、
基本的に「個人医療口座」だけで賄い、不足分について
は、あらかじめ決められた45病種を除いて、全額を自費
により負担することになる。
このことから、一般外来、急患、定点薬局で発生した
医療費の給付は、上海市の方が青島市より高いといえる。
（ 2 ）入院、救急観察室医療
①上海市
上海市では、入院の際と救急観察室の費用は、基本的
には、「社会医療統括基金」から給付される。では、ど
のように給付されるのか。まず、「社会医療統括基金」

3 ．給付の内容
（ 1 ）一般外来、急患と定点薬局

には最低給付開始基準と最高給付限度額が設定され、医
療費用が最低給付開始基準を上回ったときに、最高給付

8

①上海市

限度額までの範囲内で給付される。その最低給付開始基

上海市では、被保険者が一般外来、急患、または定点

準は、a. 現役世代の場合、市前年度平均年収の10％に相

薬局で処方を受ける場合に発生する費用は、まず、本人

当する金額とする。また、b- 1 . 2000年12月31日までに

の「個人医療口座」からその支払を行う。さらに、口座

定年退職した者については、市前年度平均年収の 5 ％に

積立金を上回る医療費（ただし、定点外薬局での処方の

相当する金額とし、ｂ - 2 .2001年 1 月 1 日以降定年退職

費用は含まれない）については、その不足部分は表 2 の

する者については、 8 ％と定められている。この最低給

通り、本人が自己負担および「附加医療保険基金」から

付開始基準を超えた部分の医療費用については「社会医

支払われる。

療統括基金」が現役世代に費用の85％を負担し、定年退
（3）
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職者に対して、その92％を負担することになっている。

％を給付することになっている。残りの部分は、まず、
「個

それ以外の部分及び最低給付開始基準以下の医療費用

人医療口座」の残高から支払うが、もし不足があればそ

は、本人の自己負担となる。つぎに、
「社会医療統括基金」

の部分は本人の自己負担となる。また、在宅治療の医療

の最高給付限度額は、市前年度平均年収の 4 倍と決めら

費については、その80％が「社会医療統括基金」で負担

れており、これを超えた分については、「附加医療保険

され、残りの20％が本人の自己負担となる。

基金」がその80％を負担し、残り20％が本人の自己負担

なお、重病外来治療および在宅治療に関する「社会医

とされる。

療統括基金」からの給付にも、最低給付開始基準と最高

②青島市

給付限度額が設けられている。その最低給付基準を上回

青島でも、入院の際と救急観察室の費用は、まず、
「社

り、最高給付限度額の範囲以内での給付率は、入院する

会医療統括基金」から給付される。上海市と同様に、
「社

際と同じである。

会医療統括基金」には最低給付開始基準と最高給付限度

②青島市

額が設定されている。しかし、最低給付開始額は医療機

青島市でも、「社会医療統括基金」から外来の重症の

関の等級により決められ、規模の大きい病院ほど最低給

尿毒症の透析、悪性腫瘍の化学治療及び放射線治療の医

付開始額が高くなっている（表 3 を参照）。これは、大

療費については、給付を行うこととなっている。最低給

型病院への集中を抑制しようというねらいであると思わ

付基準を上回り、最高給付限度額の範囲内での給付率は、

れる。また、給付水準については、医療費額によって、

入院する際と同じである。

給付率が異なっている（表 4 を参照）。さらに、最高給
付限度額を超えた分については、「大病医療統括基金」

上述のように、両地域の「基本医療保険制度」の内容

がその90％を負担し、本人が残り10％を負担する。ただ

を比較すると、医療保険料の負担率が異なるだけではな

し、上海市の「附加医療保険基金」から給付を受ける場

く、医療保険給付のシステムそのものが違うことが分か

合、最高給付限度額が設定されていないが、青島市の「大

る。これは、中央政府が発表したガイドラインに近い形

病医療統括基金」の場合には15万元を最高給付限度額と

で設計されるものの、できる限りそれぞれの当地の事情

して設定されている。

を勘案して、当地の経済発展の水準に適合したシステム

表− 3

に変更されていることによるものである。

青島市医療機関の等級別の最低給付開始額と
最高給付限度額

Ⅲ 「基本医療保険制度」における格差の
是正
1 ．地域格差形成の要因
これまでみてきたように、「基本医療保険制度」にお
いて地域格差が存在するが、格差を形成した要因として、
表− 4

以下の 2 つの原因が考えられる。

青島市入院、救急観察に関する給付水準

（ 1 ）経済発展による格差
上海市の「基本医療保険制度」の給付内容からみると、
青島市より充実していることが分かる。その原因につい
ては、まず、経済水準の高いことがあげられる。
統計によれば、2002年の一人当たり GDP では、上海
市が第 2 位の北京市を大きく引き離して 4 万元（約4800
（ 3 ）重病外来及び在宅治療の医療費用

ドル）を超えた。第 3 次産業部門が拡大・発展して、す

①上海市

でに GDP の51％を占めている。

上海市では、外来患者であっても、重症の尿毒症の透

また、青島市の2002年の一人当たり GDP は、約 2 万

析、悪性腫瘍の化学治療及び放射線治療などを受ける場

元（2400ドル）であり、全国の中で第11位となって、全

合は重病外来治療と呼ばれ、その費用については、「社

国平均と中西部より高い水準である。

会医療統括基金」が、現役世代に85％、定年退職者に92
（4）

その背景には、経済改革・開放政策が採用されて以来、
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経済の発展は完全に上海市などの大都市と青島市などの

って「個人医療口座」に積み立てられる。その保険料の

沿海部を中心に活発になったことがあげられる。一方、

賦課の基準は、地域によって、当該地域の前年度平均賃

中西部は交通不便な状況に置かれたため工業化、都市化

金月額と本人の個別給与月額当地域前年度平均の月賃金

が遅れた。そのため、一人当たり GDP 格差は早いテン

と本人個別月給を算出ベースとして設定する 2 つの方法

ポで拡大した。

がある。特に、退職者の場合は、本人の保険料は免除さ
れているが、企業が拠出する基準として、本人ごとの年

（ 2 ）医療水準による格差

金額を算出ベースにする地域が多い（例えば、青島市）。

中国では、地域による医療水準格差が大きいが、いま、

その結果、退職者の年金額が低いほど企業からの「個

医療水準を医師数と病床数において比較すると、図 2 と

人医療口座」への積立金が低くなる。しかし、年金額の

図 3 に示したように、上海市の医療供給体制の量ははる

差は年金受給者の自己責任により生じた結果というより

かに青島市と全国平均水準を上回っているということが

は、政策によるものが大きいと思われる。したがって、

わかる。

この年金額の差により、受けられる医療サービスに影響

このような医療供給水準の高さは、医療の給付体制が

を与えることは、医療給付の公平性の視点から考えると

社会化された中で、価格高騰を伴うことなく、医療保険

「結果の不平等」が生じることになる。そのため、「個人

給付を充実させることにつながることになった。また、

医療口座」への積立ベース基準は、各地域間で統一する

地域の経済水準の高さが医療保険給付への支払いを可能

必要がある。

にしたのであった。
②「個人医療口座」の積立金
「個人医療口座」設定の目的の一つは、疾病リスクが
高齢になるほど高くなるから、若いときから自らの口座
に将来の医療費のために強制的に貯蓄し、高齢時に比較
的に低額の負担で医療を受けられるようにするというこ
とである。しかし、旧制度から新制度への移行する際、
「個
人医療口座」の積立残高の問題が発生している。すなわ
ち、高齢者の加入期間が短いために、十分な残高が形成
されていないという問題である。
図ー 2

「基本医療保険制度」の給付では、高齢者に対してい

人口 1 万人当たり医師数の比較

くらかの配慮をしているが、「個人医療口座」に残高が
少ないため、結果的に自己負担率が高くなる。また、現在、
病気になっている人の場合にも、「個人医療口座」の残
高が少なく、高い率の自己負担が求められている。
しかし、この問題は制度を転換する際に発生すること
は避けられないもので、政府は責任をとるという意味で、
一定の経済的補償を与えるべきであると思われる。
（ 2 ）財源の確保
中国の人口構造は、近年、高齢化の進行が加速してい

図ー 3

る。表 5 が示しているように、全国平均水準はまだ高く

人口 1 万人当たり病床数の比較

ないが、上海市の高齢化率はすでに14.8％に達している。
また、上海市は1993年から10年間連続で人口増加率がマ

2 ．「基本医療保険制度」の問題点と改革方向

イナスになっており、今後数十年にわたって高齢人口は

（ 1 ）「個人医療口座」に関する問題と解決策

持続的に増大することは確実で、これは上海市の直面す

①退職者の「個人医療口座」積立ベースの基準の設定

る重大な社会問題である。

「基本医療保険制度」では、本人が支払った保険料に

高齢者の増加に伴い、高齢者医療費の増大は避けられ

加えて、企業が拠出した保険料の中から一定の割合によ

ない。しかし、「基本医療保険制度」は、「保険料で給付

（5）
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を賄う」という方式で運営していくとされるが、今後の

ある医師または医療機関との間に「情報の非対称性」が

急速な高齢化と医療費の増高は必然的に基本医療保険基

存在しているため、医療サービスの需給調整を市場メ

金からの支出を増加させ、保険財政は早晩赤字を招くも

カニズムに完全に任せると、「市場の失敗」が発生しや

のと予想される。また、「基本医療保険制度」の基金は

すいという問題がある。現在の中国では、診療サービス

基本的に地域ごとに徴収され、管理されるため、全国的

の料金基準は必ずしも合理的に設定されているわけでは

な財政調整は困難である。

ないため、独立採算制の管理体制の下で、医療機関が自

表− 5

らの利益を追求するために行動する実態が報告されてい

2002年人口関するデータ

る。そうなると、「基本医療保険制度」の財政の正常運
用に影響を与えることになる。その対応策としては、診
断群分類ごとに死亡率や入院日数、治療コストなど医療
の質を示す指標の情報開示と今まで進められている病院
分級管理、監督をさらに強化することが考えられる。つ
まり、関係者に対する情報の公開と結果の説明の責任を
医療供給側に負わせることによって、医療の効率化と質
の担保を行おうとするものである。監督を強化するのは、

（ 3 ）予防医療と家族医療

医療機関の行動が正しいかどうか監視するためである。

「基本医療保険制度」は、予防医療としての定期健康

医療保険制度改革の成否は他の関連分野の改革にも依

診断さえも含まれず、疾病の早期発見、早期治療が困難

存している。限られた医療資源や財源を効率的に活用す

な制度である。

るためには、医療サービスの提供体制の効率化も同時に

また、旧制度では、扶養家族に対して 5 割の給付を行

求められる。良質な医療を適正なコストで効率的に運用

っていたが、新制度での給付対象者になるのは、被保険

することを目指すには、情報開示、診療サービス価格基

者だけであり、扶養家族の医療給付は除かれた。中国で

準、薬価制度、医療機関の経営のあり方などに関して検

は、共働き夫婦世帯が一般的と言っても、子供に対する

討することが必要になり、医療保険制度改革の成功の鍵

医療保障は何らかの形で行うべきであろう。

を握っている。

Ⅳ

部で都市部と異なる医療制度が実施されている程度に過

また、全国の人口の 7 割近くを占める農村部はごく一

おわりに−医療保険制度改革の展望

ぎない。そのため、農村部の医療保険制度はいかに取り
現在、中国では、都市部における医療保険制度改革は

組むのかが大きな課題であるが、別の機会に論じたい。

「基本医療保険制度」の実施の段階に移行している。こ
の新制度は、各地域の実情を十分に配慮して作られたも
のであり、そのシステム自体は地域によって、大きく異
なっている。
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【註】
1

「農村合作医療制度」は、1950年代の農業合作化時

川書店、平成 6 年によれば、「統籌」とは「全面的に計

「公費医療制度」は、1952年に、政務院（現在の国

画・考慮する」
（p.3090）という意味である。本論文では、

務院）の「全国各級人民政府・党派・団体及びその所属

読者の理解のために、「統括」という言葉を使うことに

事業機関の政府職員に対する公費医療予防の実施に関す

する。

る指示」の公布によって、正式に施行された。給付対象

7

地方「附加医療保険基金」というのは、地方ごとに

となる者は、主に各級政府機関、党派、人民団体及び文

「基本医療保険基金」とは別につくられた基金である。
「基

化・教育・研究所・衛生等の事業機関の職員および離休・

本医療保険基金」よりも地域の実情をあらわしていると

退職者、在宅休養の二等乙級以上の革命障害軍人及び大

言える。呼び方は地域によって様々であり、給付内容も

学の在学生である。財源は、国家財政予算の中で単独に

地域ごとに異なっている。例えば、上海では、「附加医

予算定額が設けられている。給付対象者の医療費は、わ

療保険基金」といって、外来、入院等の「個人医療口座」

ずかな受診受付料と往診料が自己負担とされるが、その

の不足分の給付が担われている。一方、青島では、「大

他はほとんど無料である。

病医療統括基金」と呼ばれ、2004年時点で46病種の外

2

｢ 労保医療制度 ｣ の総称は「企業労働者医療保険制

来、入院の最高給付限度額を超えた部分の給付を担って

度」である。この制度は1951年に公表された「労働保険

いる。

条例」の中に含まれ、社会保障制度の重要な構成部分の

8

一つとなっている。この制度の財源は企業の「従業員福

社会保険機関と契約し、基本医療保険と決済関係を締結

利基金」および営業外収入からなるが、不足部分は企業

した医薬品小売企業である。
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定点薬局は薬品管理監督部門の資格の認定を受け、
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中国の「基本医療保険制度」の展開と地域格差の実態
―上海市と青島市を例に―
楊

開宇、坂口

正之

要旨：中国では、1998年末から、初めて「社会保険方式」で運営する「基本医療保険制度」と呼ばれる新しい医療制度が、
都市部各地で導入された。しかし、この制度は、地方政府がそれぞれの地域の実情に合致した「実施細則」を制定し、
実施することになっている。これによって、地域の間に医療格差が拡大する一方である。本論文では、中国での経
済トップ地域にある上海市と中型沿海地域にある青島市を例にし、「基本医療保険制度」の実態を分析する。また、
地域格差が形成される要因を解明した上で、医療保険制度の改革の方向を検討したい。

（8）

