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Abstract 
 
韓国の健康保険制度は1977年に五百人以上の事業所を対象に

導入されてから、12年という短い期間で適用対象を全国民に広

げることができました。このような急速な発展が可能だったの

は、確固たる政治的決断と奇跡的な経済成長期が相まったため

と考えられます。国民皆保険制度を達成するまでの特徴として

は、適用対象の段階的な拡大、保険財政への慎重な配慮、導入

初期における組合主義の採択などが挙げられます。これらの特

徴は、一人当りの国民所得が低迷している開発途上国が国民皆

保険制度を設計する際に、一つのモデルとして提示することが

できると思われます。 
健康保険制度の導入により韓国の健康指標は画期的に向上し、

医療制度の根幹となる医療機関、医療従事者などの基本インフ

ラも急速に拡大しました。 
一方、急速な拡大による副作用も指摘しておかねばなりませ

ん。給付範囲の漸進的拡大（＝保障性の強化）は、健康保険制

度が本来の機能を果たし、国民との協調を得るための大切な要

素だと言えます。ただ、保険制度の範囲と方向を決定していく

過程においての議論が拡大の基本原則と哲学に関する社会的な

合意が導き出されないまま、負担と給付の相好関係に対する財

政面での持続可能性を無視し“保障性の強化”だけを主張する福

祉ポピュリズムの様相を呈している現況については、憂慮すべ

き点も少なくありません。 



他にも、被保険者が自由に医療機関を選択するようになった

ことで、患者が一部の大型病院に集中している問題や、組合主

義から統合主義へ変化する中で生まれた公団の肥大化による非

効率の問題などが挙げられます。 
 
今日の発表では、このように、韓国の健康保険制度が収めた

成果と課題を見直した後、今度のあり方についても考えてみた

いと思います。同時に、日本でも議論になっている混合診療の

賛否両論をはじめ、保険財政上の危機や様々な解決法案なども

ここで率直に議論させていただきたいと思います。韓国におけ

る今日の保険制度の成果を考えるとき、日本は韓国の制度発展

に大きな見本となったことは言うまでもありません。すでに50
年前に国民皆保険を達成し、世界的にも高く評価されている日

本の業績に深く敬意を表します。 
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大韓医師協会・医療政策研究所の開所式（2002年7月6日）に

参席した坪井栄孝元日本医師会会長

1. 大韓医師協会・医療政策研究所の開所式



Korean Medical Association

大韓医師協会・医療政策研究所の開所記念シンポジウム
（2002年7月6日）で講演する坪井栄孝元日本医師会会長

2. 医療政策研究所の開所記念シンポジウム
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韓国における健康保険制度の導入
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1970年度に与党内に研究会を発足
：韓国における健康保険制度の導入を検討し

暫定的な結論に到達

1970年度に与党内に研究会を発足
：韓国における健康保険制度の導入を検討し

暫定的な結論に到達

3. 健康保険制度導入についての検討

1) 原則として市場経済を基本にする

2)経済が改善するにつれ各階層別に漸進的に適用人
 口を拡大する

3)公的医療機関への投資を拡大し、健康保険制度の
 実現に向けて近代化する

4)健康保険の報酬の決定に関しては政府による一方的
 な方法ではなく、各階層との協議を経て調節
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４. 導入をめぐる反対意見

「財政担当官寮の立場」
1人当たりの国民所得がわずか１,０００USドルという、

 経済基盤が脆弱な中で制度を進めることは不可能

「医師団体の立場」

制度の導入により保健医療政策全体が政府の一方的
 決定に左右されることになり、医師の独立性と自主性

 が失われることを懸念
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「地域保険（個人事業者）の導入」
全国の農漁村地域を対象に地域保険を実施。
政府が保険料の30％を補助

「被用者保険のさらなる拡大」

従業員5人以上の企業にまで適用範囲を広げる

「被用者保険の拡大」
公務員と私立学校の教職員を適用対象に追加

「被用者保険の導入」
まずは従業員500人以上の企業従事者から

 適用。雇用者が保険料の５０％を負担

19791979年年11月月

19771977年年77月月

19881988年年11月月

19881988年年77月月

５. 段階的な導入と拡大
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６. 拡大における難関

当時の税金徴収体制上の不備

都市の自営業者の約７０％以上が税金を納めて

いない状態

正確な所得の把握が困難なため、
公平な保険料賦課システムの設定が

容易でなかった

全国民への拡大における大きな壁：
都市の自営業者

全国民への拡大における大きな壁：
都市の自営業者
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７. 組合主義（多数の保険者）の役割

制度の拡大における組合主義

-
 

人口が密集しており、多くの国民が一日生活圏
に属している特殊性

-
 

助け合いの精神を基本に健康保険組合が制度運営
の主体となったことは、健康保険制度の定着に
大きな役割

都市の自営業者への適用拡大においても、比較的
 公平に所得に対する保険料納付額を決定する上で、

 組合主義が果たした役割は大きかった
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효율적이고

 
체계적인

구호활동을

 
위해

총괄

 
채널

 
필요

組合主義
（多数の保健者）

統合主義
（単一の保険者）

長所 -組合間の競争による効率の向

 上
-被保険者の特徴に応じた制度

 運営が可能

-幅広いプーリング(pooling)に
 よる財政安定と所得移転の効果

-保険料負担と給付における不

 公平をある程度是正

短所 -保険料負担における不公平
-給付における不公平
-限られたプーリングによる財政

 不安定と限られた所得移転の
効果

-保険料調整など制度の運営に

 おける硬直性
-保険者組織の官僚化
-競争不足による非効率

8. 組合主義と統合主義
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全国民健康保険記念式（1989年7月1日）
演説している文太俊保健社会部長官(当時)

９. 全国民健康保険制度の達成
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１０. 全国民保険時代の開幕

全国民健康保険時代を迎え、病院で診療を待っている人々
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健康保険制度導入の成果
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１１. 医療サービス利用の増加

- 健康保障適用人口
2009年現在、外国人を含めた５,０２９万１,０００人が加入
健康保険：４,８６１万４,０００人（９６％）
医療給与（Korean Medicaid)：（４％）

- 有疾患者の未治療率の減少
２２．２％(1974年)⇒７．０％(2006年)

-
 

国民の医療サービス利用日数の増加

1977年 2009年

1人当たりの入院日数 0.1日 1.91日

1人当たりの外来日数 0.7日 16.07日

出所：国民健康保険管理公団統計集

出所：国民医療利用実態（１９７５）、社会統計調査（統計庁）
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１２. 医療基盤の拡大①

- 来院1日当たりの診療費の増加

-
 

医療機関数の増加

** 診療所と薬局の増加が特に著しい。

1990年 2006年

全体 9,283(685円） 24,560(1,812円)

入院 41,334(3,049円） 125,131(9,230円）

外来 6,530(482円） 17,998(1,328円）

年度 総合病院 病院 診療所 歯科診療所 韓医院 助産所 薬局

1980 80 239 6,363 2,025 － 509 ―

2009 317 2,043 27,036 14,245 11,789 49 21,014

(単位：ウォン)

(単位：所)

出所：国民健康保険管理公団統計集

出所：国民健康保険管理公団統計集
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１３. 医療基盤の拡大②

(単位：人)

韓国 OECD平均 日本

千人当たりの医師数 1.7 3.1 2.1
千人当たりの歯科医師数 0.4 1.0 0.7
千人当たりの看護師数 4.2 9.6 9.4
千人当たりの病床数（急性） 7.1 3.8 8.2

‐

 
医療従事者の増加

＊＊日本との比較（「OECD Health Data 2008」 より）
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１４. 医療基盤の拡大③

‐
 

医療機器数の変化

＊＊日本との比較（「OECD Health Data 2008」 より）

(単位：台)

韓国 OECD平均 日本

百万人当たりの
CTスキャナ台数

37.1 22.8 92.6

百万人当たりの
MRI台数

16.0 11.0 40.1

(単位：台)

出所：「統計で見る健康保険30年」、健康保険フォーラム
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１５. 健康指標の向上

- 期待寿命の変化

- 乳幼児死亡率の変化
1970年代まではOECD平均の2倍となったが、2002年

 1,000人当たり5.3人と、OECD平均の6.2人を下回っている

- このような成果は他のOECD加盟国に比べ、非常に安い
医療費支出の上に成り立っている

韓国 OECD平均

1960年 52.4 68.37
2006年 79.1 79.0

単位：才

出所：OECD Health Data
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健康保険制度の課題
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‐
 

被保険者が地域や種類に関係なく医療機関を自由に
選択できるようになっている。

‐
 

このような政策は大型病院への患者の集中を
もたらす。

‐
 

一部有名な大型病院では「3時間待ち・3分診療」の事
 態が発生

‐
 

医療機関種別に役割分担を明確にする医療伝達体系
 の確立と大型病院利用における患者の自己負担の調

 節により是正しようとしているが、容易ではない。

１６. 医療機関の自由選択による副作用
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‐
 

医療機関種別に異なる定率を適用

‐
 

高齢者の診療所外来自己負担額

１７. 外来自己負担率

医療機関種別 自己負担率

総合専門病院 60％（ただし、診察料は100％）

総合病院 50％

病院 40％

診療所 30％（ただし、65歳以上は定額制を適用）

医療機関種別 給付費用の総額 自己負担額

診療所
15,000ウォン超過 30％

15,000ウォン以下 1,500ウォン
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3時間待ち・3分診療
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‐
 

「高負担・高給付」
 

VS. ｢低負担・低給付｣の
導入と拡大の過程で、方向性を明確に設定

 できなかった。

‐
 

明確な方向性のないまま、政府や労働組合・企業・
市民団体は、「治療は安い方が良いに決まっている」
という固定観念を持っている。

‐
 

このような固定観念は一部政治家のポピュリズムに
結びつき、給付の拡大に対する幻想を膨らませる。

‐
 

その反面、給付の拡大に伴う負担増加については
 誰も言及しない。

１８. 健康保険制度の方向についての哲学の不在
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‐
 

このような現実に目を向けずに、政府は小手先だけの
対策で保険報酬を抑えることばかりに必死になっている

‐
 

医師と医療機関に一方的に犠牲を強いる不公平な
 報酬構造へとつながり、医師の反発を招く

‐
 

実際に毎年開かれる健康保険報酬決定会議では、
当事者間の深刻な対立が発生

‐
 

さらには会議で合意に至らない場合は、政府が
一方的に報酬を決めることになっているため、
医師をはじめとする医療供給者には不利な構造

１９. 診療報酬決定過程においての対立
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‐
 

健康保険制度の導入後、医療提供の主体が一体誰な
 のかをめぐる混乱が発生

‐
 

一歩間違えれば、政府と健康保険公団が医療提供者
 になってしまい、医師と医師会はいいなりになる事態に
 追い込まれかねない。

２０．医療提供の主体をめぐる混乱
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２１. 健康保険財政をめぐる問題と課題
 

①

‐医療報酬の非現実的抑制

「過去5年間の主要経済指標の変動」

2005 2006 2007 2008 2009

診療報酬の
伸び率

2.99％ 3.50％ 2.30％ 1.94％ 2.22％

賃金伸び率 6.60％ 5.70％ 5.60％ 3.10％ -1.90％

物価伸び率 2.80％ 2.20％ 2.50％ 5.30％ 3.30％

GDPの伸び率 4.20％ 5.00％ 5.00％ 5.50％ 2.60％

保険料の伸び率 2.40％ 3.90％ 6.50％ 6.50％ 0.0％

出所：労働部・統計庁・企画財政部・健康保険審査評価院・金融研究院の資料
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２２. 健康保険財政をめぐる問題と課題
 

②

‐
 

医薬分業により発生した費用増加

‐
 

成分名処方によるオリジナル薬の使用抑制と

ジェネリックの使用拡大
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‐
 

健康保険財政源の多元化
現在のタバコ税に加え、酒類に対する健康負担金など

 に財源を多元化

‐
 

保険料を適正な水準に引き上げる
現在、韓国の保険料率は5.64％で社会保険方式を
採用している他国に比べてとても低い水準

国名 韓国 ドイツ フランス 日本 台湾

保険料率 5.64％ 14.9％ 13.9％ 8.2％ 8.1％

[主要国の
保険料率]

出所：保険福祉部・報道資料（２０１０．１０．８）

２３. 健康保険財政の対策
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韓国医療の主要論点

非給付と混合診療
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２４. 韓国健康保険での非給付

非給付の定義

‐
 

健康保険法で保険が適応されない項目を非給付として
明示

‐
 

理論的にはこれを除いた医療行為は全て給付の対象

非給付の主な例

‐ ロボット手術・MRIなど、新医療技術による治療
‐

 
政策上給付と認められない項目（差額ベッド代など）

‐
 

選択診療料など
（一定の条件を満たす専門医師による診療を希望する場合）

非給付の負担
‐

 
非給付は１００％自己負担
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２５. 混合診療

‐
 

韓国では一つの疾病に対し、保険診療（給付項目）
と非給付診療を合わせ行うことが可能

‐
 

日本から見ると、いわゆる「混合診療」を保険制度導入
 の初期から認められてきたと言える

‐
 

混合診療が幅広く認められたのは、健康保険が「低保険
 料・低給付・低報酬」の構造で成っていたため、

限られた給付を補完して患者のニーズに合わせようと
していたからである。

‐ また保険財政負担の急増を抑える手段としての意味
もあった。
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２６. 任意非給付

任意非給付が発生する理由

‐
 

非給付リスト以外に診療費審査において給付に対する
別の基準が存在

- 給付リストと給付基準のどちらにも含まれないが、患者の
治療には必要なgrey areaが発生

（手術の材料代、高価な抗がん剤などが主な例）

- こうしたgrey areaに対し、患者と医療機関の合意をもとに、
 患者に診療費を負担させることを任意非給付とする

- 任意非給付は給付基準の不明確さと健康保険財政の
限界が原因
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２７. 非給付と健康保険の保障率

‐
 

非給付と混合診療が認められたため、政府は健康保険の給
 付の項目を拡大する中でも保険財政への過度な

プレッシャーを抑えることができた。

‐
 

非給付と混合診療のため、患者の自己負担は高い。
2008年現在、健康保険の保障率は６２．２％

（OECD諸国の平均保障率は８０％）

「韓国健康保険における
保障率の推移」

出所：保健福祉部

（％）
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２８. 非給付と健康保険財政

出所：健康保険評価審査院

 
内部

 
資料
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２９. 非給付と健康保険財政

健康保険患者の医療費：約58兆ウォン
（約4兆３千億円）

‐ 保険財政負担：約35兆ウォン
（約2兆6千億円）

‐ 全体自己負担：約23兆ウォン
（約1兆7千億円）

そのうち
非給付自己負担：約11兆ウォン

（約8千億円）

出所：健康保険評価審査院

 
内部

 
資料
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韓国医療の主要論点

健康保険財政の危機
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‐
 

2000年に保険者統合と医薬分業を実施
→財政支出が増加し、2兆4億ウォン（1,700億円）の赤字
→保険料の引き上げと国家財政からの支援で安定

‐
 

2006年に6歳未満の子供の入院費を無料にし、入院患者
 の食事代の８０％を支援する政策

（福祉ポピュリズムの始発）
→再び赤字の発生
→2007年に保険料を6.5％引き上げたにも関わらず

3000億ウォン（220億円）の赤字
→結局2008年に6歳未満の子供の入院費は１０％の

自己負担、入院患者の食事代は５０％の支援に
 変更

３０. 健康保険財政の危機



Korean Medical Association

３１. 健康保険財政と福祉ポピュリズム

‐
 

現状の健康保険財政のままでは、2020年には16兆ウォン
 (1兆2千億円）、2030年には48兆ウォン(3兆5億円）の赤字
 になると推定

‐
 

財政破綻を避けるためには、保険料を4.5倍以上引き上げ
 る

ことが必要
→給付の拡大には負担の増加が不可欠

- 現在、韓国で議論されている「無償医療」は健康保険制度
 の持続可能性を念頭に置かない無責任な福祉ポピュリズム

-
 

急速な高齢化の進行や世界最低の出生率などの状況では
 無償医療より財政強化による段階的な保障性の強化対策

 が論じられるべきである。
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‐
 

診療費請求の電子化
1996年にEDIによる診療費請求のパイロット事業を実施
2004年に電子請求率９９％を達成

‐
 

診療費審査の電子化
2000年に4億1千万件だった診療費の審査件数は
2009年には12億8千万件で、3倍以上増加

審査にITを導入、審査の専門性と効率を図る

‐
 

審査の電子化による財政削減の効果
2010年に請求件数の５０％以上を電子審査
年間930億ウォンの医療費削減の効果
150人を代替する効果

３２. 健康保険請求・審査の電子化



ご清聴ありがとうございます。
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