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会長メッセージ～

健康保険組合にご加入の皆さまへ
健康保険組合にご加入の皆さまには、平
素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し
上げます。
戦前は 50 年にも満たなかった日本の平
均寿命は、その後延び続け、今では「人生
100 年時代」へと向かいつつあります。こ
うしたなか、平均寿命だけでなく、健康で
活動的に暮らせる「健康寿命」の延伸が重
要になってきます。若い頃からの健康に対
する取り組みが、高齢になっても健康を保
てることにつながります。健康保険組合が
行う健康づくりなどさまざまな活動が、そ

健康保険組合は、これまでも自主・自立

の大きな後押しになることは言うまでもあ

の精神で事業主と加入者が連携し、職種や

りません。これからも健康保険組合は、加

職域に応じた保健事業に取り組んできまし

入者へのきめ細やかな活動を通じて、日本

た。しかし、この現行制度のまま現役世代

の医療保険制度における中心的な役割を果

に偏った負担構造が続けば、健康保険組合

たし、皆保険制度を守っていきます。

を維持することができなくなり、ひいては

一方で、健康保険組合を取り巻く環境は、
非常に厳しいものがあります。今後、世界
に類を見ないスピードで少子高齢化が進

世界に誇る日本の国民皆保険制度の崩壊に
つながりかねません。
今こそ現役世代に偏った負担を是正し、

み、高齢者は増える一方、働き手となる現

「全世代型の社会保障制度」の実現をめざ

役世代は減少し続けます。この影響を受け、

して、これまで以上に目に見える活動を展

健康保険組合は保険料率の引き上げにより

開していかなければなりません。

収入を確保する一方で、医療技術の進歩等

加入者の皆さまにおかれましては、今後

で加入者に対する医療費支出が増えるだけ

とも一層のご理解とご指導を賜りますよう

でなく、高齢者医療費への支援の過重な負

お願い申し上げます。

担により、加入者への健康づくりなど本来

2018 年 6 月

やるべき事業に影響を与えかねない状況が

健康保険組合連合会

続いています。

会長

大塚

陸毅
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制度改革の実現に挑む ～健康保険組合・健保連の主張
健保連は昨年、「2025 年度に向けた医療・医療保険制度改革について」を発表し、その
実現に向け、加入者や経営者、国会議員、マスコミなどへの理解促進に向けた活動に取り
組んでいます。今回はこの「改革について」に焦点を当て、健保連の 3 人の部長が説明し
ます。

保険料の負担はこの10年で
10万円も増えています
こ の ほ ど 健 康 保 険 組 合 の 2018（ 平 成
30）年度予算の概要を公表しましたが、依
然として高齢者医療制度への拠出金が組合財
政を圧迫しており、きわめて厳しい財政運営
を迫られている現状です。
18 年度の被保険者 1 人当たり年間保険料
は 48 万 6042 円で、10 年前の 2007 年度
に比べると約 10 万円（10 万 2430 円）も

企画部長

増加しています。

松本展哉

健康保険組合の保険料は、加入するサラ
リーマン（被保険者）の給料や賞与から引き

が昨年行った推計によると、25 年度の国民

落とされる部分と、会社が負担する部分の 2

医療費は 57.8 兆円となり、15 年度の 42.3

つで成り立っていますが、保険料の負担増は、

兆円の 1.4 倍に増加します。このうち 75 歳

被保険者にとっては可処分所得が減ることに

以上の後期高齢者の医療費は 25.4 兆円で、

なり、会社側にとっても、本来給料や賞与の

15.2 兆円から 1.7 倍に増加し、医療費全体

引き上げに充てるべき人件費を、保険料引き

に占める割合は、36％から 44％に高まりま

上げの負担分として使わざるを得ないことに

す。

なります。
平 均 保 険 料 率 で 見 て も、2007 年 度 の

こうした影響を受けて、25 年度の全健康
保険組合の支出を推計したところ、健康保険

7.308％から 18 年度は 9.215％と 1.907

組合加入者の医療費（法定給付費）よりも、

ポイントも上昇しています。

高齢者医療費への負担（拠出金）が上回る結
果となりました。

団塊の世代が後期高齢者になる
2025年度の問題
2025 年度にはすべての団塊の世代が 75
歳以上の後期高齢者になりますが、健保連
2
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【健康保険組合の医療費と拠出金の推計】
5
4

必要があるとの考えから、拠出金が健保組合
加入者の医療費（法定給付費）を上回った場
合、より厳密にいうと、義務的経費（法定

加入者の
医療費

給付費＋拠出金）に占める拠出金の割合が

拠出金

50％を超える場合、この 50％を上限とし、
これを超える部分を国庫負担とするよう求め
ています。あわせて、報酬水準が平均以下の

3

保険者には 48％を上限とすることも提案し

2

ています。これらについては、
現行制度の
「負
担調整」と「特別負担調整」の仕組みを拡充

1

することで実現してほしいと主張していま
す。

0
2015年度

2025年度

このほかにも、拠出金負担の抑制につなが
る制度改正を求めています。高齢者にも応分
の負担を求め、現行の給付と負担のアンバラ

高齢者医療費への拠出に上限を
設定し、超えた部分は国庫負担

ンスを是正する必要があることから、原則 1
割負担となっている 75 歳以上の後期高齢者
の患者負担を段階的に 2 割負担にすべきと

健康保険組合の保険料は、本来、加入する

主張しています。74 歳までの方が 75 歳に

人たちへの医療費の支払いや健康づくりの費

なるときに 2 割負担を継続していただく方

用を中心に使われるべきです。今後、こうし

法によって、負担感を緩和することができま

た費用よりも高齢者の医療費への負担の方が

す。その際、
低所得の方への配慮も必要です。

上回ることは、保険制度の仕組みとして問題

後期高齢者の方がたには、皆保険制度を維持

であり、健康保険組合の加入者や経営者の理

するため、将来世代のためにも、ご理解をい

解や納得を得られません。

ただきたいと考えています。

高齢化社会が進むことで、現役世代から高

加えて、現役並み所得の後期高齢者の給付

齢者医療費への一定程度の負担増はやむを得

費も公費負担の対象とすること（現在、公費

ませんが、現状の現役世代に依存し続ける仕

負担の対象外のため、現役世代の負担増と

組みでは、健康保険組合の財政基盤を揺るが

なっている）
、前期高齢者の財政調整を必要

し続け、制度の持続性を確保できません。ま

最小限にとどめることなど、現役世代の負担

た保険料の上昇は個人消費や企業経営に悪影

軽減につながる高齢者医療費の負担構造改革

響を及ぼすことが懸念されます。

を求めて活動しています。ご理解とご支援を

われわれはこうした現状を打開するため、
高齢者医療費の負担構造改革の実現を求めて

お願いいたします。
（松本 展哉）

います。具体的には現役世代からの高齢者医
療費への拠出金負担に一定の歯止めをかける
3
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医療の効率化を目指す病床機能の
整備と医療機能の分化・連携
わが国は、「高齢化」や「医療の高度化」
などで医療費が伸び続け、2015 年度からの
10 年間で約 15 兆円増加する見込みです。
一方、医療費を支える人口の構造は、支え
手（若人）が減少し、25 年度には 1 人の高
齢者を 1.8 人で支える「肩車型社会」が到
来します。このまま医療費の伸びを抑制する

医療部長

対策を講じなければ、皆保険制度は間違いな

三宅泰介

く崩壊してしまいます。
医療費高騰の要因の 1 つに、現在の医療提

ニーズに沿った「地域医療構想」をもとに、

供体制の問題があります。日本は先進諸国に

日本全体として過剰な急性期病床を削減し、

比べ、極端に入院期間が長い、
（費用がかかる）

リハビリが中心の回復期病床へ転換するな

急性期病床が多い、医師・診療科の地域偏在

ど、人口構造の変化に対応した適正な病床機

が大きいなど、非常にいびつな状況です。

能・病床数に整備し、医療の効率化を進める

そのため厚生労働省は、今後の高齢化の進

ことが求められています。

展を見据え、地域ごとに必要な病床機能（高

さらに、入院から在宅医療・介護への移行

度急性期・急性期・回復期・慢性期）を整備

を促進するための体制を拡充し、高齢者が要

するため、「地域医療構想」を策定すること

介護状態になっても、住み慣れた地域で自分

としました。各地域の高齢化の状況や医療

らしい生活を最期まで送れるよう、医療・介

【地域医療構想による病床数の整備目標（全国合計）】
125.7万床

全体6.6万床減
119.1万床

高度急性期16.9万床

急性期59.9万床

回復期13.1万床
慢性期35.8万床

高度急性期13.0万床
23.7万床減

急性期40.1万床

24.4万床増

回復期37.5万床

7.4万床減

慢性期28.4万床

2015年7月時点病床数
（病床機能報告）

2025年の必要病床数
（地域医療構想）

現状

目標

Ø 急性期病床を削減
Ø 回復期病床への転換
（整備）
Ø入院（特に慢性期）
から外来、在宅、介
護へ移行
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日本の医療提供体制の状況

を押し上げています。

（出典）OECD「Health Data 2017」

最近では画期的な C 型肝炎治療薬が登場

平均在院日数

（人口千人当たり）
病床数

し、2015 年度の医療費全体を 1.3％も引き

本

29.1（16.5）

13.2

した。そのため、まずは薬価制度を抜本的に

ツ

9.0（10.2）

8.1

見直し、薬剤費の伸びを抑制する対策が必要

フ ラ ン ス

※

10.1（5.9）

6.1

です。

イ ギ リ ス

7.0（6.8）

2.6

ア メ リ カ

6.1（5.5）※

2.8 ※

日
ド

イ

※は 2014 年データ
（注）カッコ内は、急性期病床（日本は一般病床）における
平均在院日数である。

護・生活支援サービス等が一体的に提供され
る「地域包括ケアシステム」を早期に構築す
ることも重要です。
一方、私たち患者側も適切な受診行動を心

上げるなど、保険財政に大きな影響を与えま

さらに、高齢者への多剤・重複投薬や残薬
（飲み残し薬）問題等への対応も重要です。
かかりつけ薬剤師が患者の服薬状況を一元的
に把握・指導し、医師と相談・調整して多剤・
重複投薬や相互作用の防止につなげる取り組
みを制度として推進していくべきです。
しかし、こうした医療費適正化対策だけで
は、増加し続ける医療費への対応はとても追
いつかないことが考えられます。そのため、

がけることが大切です。重複受診や軽い症状

われわれは皆保険制度維持のために、保険給

ですぐに大病院を受診することは見直し、まず

付の範囲について、除外することも含めて、

かかりつけ医に受診・相談し、専門医を紹介し

改めて見直しを検討する時期に入ったと認識

てもらう形に改めていくことが望ましいでしょ

しています。

う。そのためにも、病院と診療所の機能分化・
連携を強化していかなければなりません。

重症疾患用で、個人での負担が困難な医薬
品はしっかり公的保険でカバーし、軽症疾患

もう 1 つ大きな問題として、終末期医療

用の医薬品は、スイッチ OTC を推進し、保

のあり方についても、1 人ひとりが真剣に検

険給付範囲からの除外や償還率を変更すると

討し、国民的議論を深めなければならない段

いった検討を進め、まずは市販品類似薬から

階に入っています。患者の意思決定を基本に、

除外を進めていくべきだと考えます。

家族、医師側と十分に話し合い、事前に合意

健保連はこれまで、具体的施策として、軽

できるような体制を作るべきです。
そのため、

症用湿布薬の保険除外や、
（重症患者以外で）

患者の生前意思表示の制度化や、在宅や介護

保湿剤単独処方の場合の保険除外などを提言

施設で看取りができる体制を構築するなど、

し、大きな反響を呼びました。その結果、一

環境整備が急がれます。

定の給付制限が入るなどの成果がありまし
た。小さな一歩ではありますが、こうした取

薬剤費の伸びの抑制と
保険給付範囲の見直しの検討を
近年、薬剤費が急激に増加し、医療費全体

り組みを着実に進め、皆保険制度を守るため
の大きな成果を得られるよう引き続き提言し
ていく所存です。
（三宅 泰介）
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生涯現役社会の実現へ
事業主と連携し保健事業推進
政府は国民の「健康寿命の延伸」を成長戦
略の柱の 1 つに掲げています。生活の質の
向上や関連産業の成長に加え、労働寿命を延
ばして社会の支え手を増やすのが狙いです。
世界に類を見ない超高齢社会に突入したわが
国は、健康寿命をいかに延ばすか、さらには
少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少する中
で、社会保障制度の持続可能性をいかに確保

保健部長

小松原祐介

するかという課題に直面しているのです。
健康保険組合も加入者の予防・健康づくり
や重症化予防を担う保険者として、従来以上

き、レセプト・健診データを活用し、効果的・

にきめ細やかな保健事業を展開し、高齢に

効率的に保健事業を展開していますが、今後

なっても健康で働き続けることができる「生

は企業の健康経営との連携、いわゆるコラボ

涯現役社会」の実現を後押しすることが求め

ヘルスを強力に推進する必要があると思いま

られています。医療保険財政の観点からも、

す。健康保険組合は事業主との密接な連携、

健康で働ける高齢者が増えれば医療費を抑え

意思疎通を図りやすい特性があり、事業主の

ることができ、高齢者医療への拠出金の負担

理解と協力を得て本来の役割である保険者機

軽減にもつながることが期待できます。

能を発揮し、健康経営をバックアップしてほ

健康保険組合はデータヘルス計画に基づ

しいです。事業主も従業員が保健事業に参加
しやすい環境整備を図るなど、お互いの役割

【健康寿命の延伸に向けた取り組み】
保険者

企 業

分担や連携策を明確にしてコラボヘルスに取
り組むことが重要です。
健康保険組合にはこれまで以上に加入者や
事業主から頼られ、身近に感じられる存在に
なることが求められます。健保連はその地な
らしとして、健康保険組合の保健事業が生活

レセブト・健康データに
基づく保健事業の推進

データヘルス

「健康投資」の促進

の質や生産性の向上、ひいては健康寿命の延
伸、社会保障の支え手の確保につながること

連携・協力（コラボヘルス）

健康経営

を分かりやすく丁寧に伝えていく使命がある
と思っています。

国民の「健康寿命」の延伸

（小松原 祐介）
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2025 年度に向けた医療・医療保険制度改革について
団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となる一方、支え手である若年者が減
少していくという人口構造の変動がより顕著となる 2025 年度に向けて、健
保連は昨年、皆保険制度の維持と、これを支える医療・医療保険制度のあり方
を中心に議論を行い、その結果をまとめ発表しました。
これまで優れた保険者機能を発揮し、皆保険制度を支えてきた健康保険組合
ですが、高齢者医療への過重な負担により存亡の危機を迎えています。
多くの皆さまのご理解とご支援をいただきながら、主張の実現を目指します。

健康保険組合・健保連の主張（1）
拠出金負担割合に 50％の上限を設定し、上限を超える
拠出金部分は国庫負担とすべき
多くの健康保険組合は今後、保険料
高い

の 50％以上を高齢者の医療費に拠出す
る状態となります。保険料の半分以上
を拠出することは、保険原理に反し容
健康保険組合の財政基盤が揺らぐと、

負担額

認できない問題です。

国庫負担

拠出金

法的給付費等

皆保険制度の持続性が損なわれます。

低い
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健康保険組合・健保連の主張（2）
医療費全体の伸びを抑制するため、あらゆる対策を実施する
皆保険制度の持続性を確保するため、
医療費全体の伸びを抑える抜本的な制
度の見直しと、適正化策の実施が不可
欠です。

○ 医療機関の機能の分化・連携
○ 医療の地域間格差の是正
○ 終末期医療のあり方の検討
○ 薬剤費の伸びの抑制
○ 保険給付範囲の見直し
○ 診療報酬体系の見直し

健康保険組合・健保連の主張（3）
健康保険組合としての責務を果たす保健事業を推進する
健康保険組合は財政が厳しい中でも、
一定程度（保険料収入の約 5％）の保
健事業費を確保し、加入者の健康づく
りに寄与しています。今後の高齢社会
の進展に合わせ、生涯現役社会の実現
のためにも保健事業の役割は重要です。
健康寿命の延伸や医療費の適正化を
図るため、特定健診・特定保健指導、
事業主と連携したデータヘルスや健康
経営（コラボヘルス）を推進し、これ
まで以上にきめ細やかな保健事業を展
開していくことが求められています。

特定健診・特定保健指導
《目標実施率》
単一健保

総合健保

特定健診

90％

85％

特定保健指導

55％

30％

※ 2018 年度から実施率に基づいた拠出金（後期高
齢者支援金）の加算・減算制度の見直しが実施される。

データヘルス計画
健康保険組合加入者の健診・医療費データを活
用し PDCA サイクルに沿って効果的・効率的な保
健事業を実施する。今後は、健康保険組合が事業
主や産業保健スタッフと連携することによる「コ
ラボヘルス」による事業の充実が期待されている。
8
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2018 年度健康保険組合予算

ハイライト

●2018年度の健康保険組合予算は1381億円の経常赤字。赤字組合は全体の６
割を超える866組合
●平均保険料率は9.215％で、11年連続で上昇し、１人当たりの保険料負担は
10万2430円の増加

被保険者数
■ 被保険者数は雇用環境の改善などに
よ り、 前 年 度 比 約 23 万 4000 人

2018 年度予算
（早期集計推計）①

（1.42％）増加。
組合数

保険料収入
■ 保険料収入は被保険者数の増加や平
均保険料率の上昇などにより、前年
度比 1642 億円（2.07％）増加し、
初めて 8 兆円を突破。

■ 保険給付費は診療報酬のマイナス改
定などにより、前年度比 207 億円
（0.49％）の微増。

経常収支差引額
■ 健康保険組合全体の経常収支差引額

1,389

被保険者数（人）

16,667,339

1

被扶養者数（人）

12,942,999

1

平均標準報酬月額（円）
平均標準賞与額（円）
平均保険料率（％）

保険給付費

369,605
1,085,144
9.215

経常収入総額（億円）

82,195

保険料収入（億円）

81,010

その他（億円）

1,185

経常支出総額（億円）

83,576

保険給付費（億円）

42,329

拠出金計
（億円）

34,925

その他（億円）

6,322

経常収支差引額（億円）

▲ 1,381

は 1381 億円の赤字で、赤字幅は前
年度から 1643 億円縮小。
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算
）①

●保険給付費は前年度比0.49％増加、高齢者医療への拠出金は1.18％減少
●拠出金が義務的経費に占める割合は45.76％で、50％以上の組合は283組合

経常支出総額

2017 年度予算
②

■ 拠出金の負担が保険給付費に迫る厳しい
状況にあるが、加入者の健康づくりのた

増減数
①－②

めの保健事業費を確保。

389

1,398

▲9

339

16,433,723

233,616

999

13,141,256

▲ 198,257

605

368,872

733

その他
2227億円
（2.7％）

保健事業費
4095億円
（4.9％）

拠出金計
3兆4925億円
（41.8％）

保険給付費
4兆2329億円
（50.6％）

144

1,067,955

17,189

215

9.164

0.051

195

80,538

1,657

010

79,368

1,642

185

1,170

15

576

83,562

14

329

42,122

207

925

35,343

▲ 418

■ 高齢者医療への拠出金は３兆 4925 億円

322

6,097

225

で、一時的な要因により前年度比 418
億円（1.18％）減少。

381

▲ 3,024

1,643

拠出金計

※2
 018 年度予算データの報告があった組合（1372 組合）の数値を基に、18 年 4 月 1 日現在存在する
1389 組合ベースの 18 年度予算状況を推計し、前年度予算と比較した結果をまとめたもの。
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動画を見て、ぜひこの問題を共有してください

〒107-8558 東京都港区南青山 1 丁目 24 番 4 号
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