
154001001_医療保険制度のしくみ 

1 

 
 
 

 社会保障制度 

  社会保障制度とは、災害や不況等、あるいは疾病や老衰等によって個人の生存権がおびやかされる場合、国

家が生活や医療について一定の保障を行うことをいい、生活の中で遭遇する事故や障害などに対し、社会的なし

くみを通じて保障していこうという制度である。 
 社会保障制度は、大まかに ①社会保険 ②公的扶助 ③社会福祉 ④公衆衛生 などの分野にわけられる。 

§社会保険 

社会保険は国が監督管理する制度であり、民間の生命保険等の私的保険と異なり、強制的に加入が義務付けら

れている公的保険である。 
国が管理監督者として救済の手を差しのべるための財源として、国の補助金の他に、企業やそこで働く人々か

らの一定の金額を保険料として徴収する仕組みを取っている。 
社会保険の制度は、目的によってつぎのように分類される。 
  

＜ 社 会 保 険 制 度 の 種 類 と 管 轄 ＞ 

種  類 管  轄 

社会保険 
①医療保険 全国健康保険協会、健康保険組合など 

厚生労働省 
②年金保険 日本年金機構 

労働保険 
③労働者災害補償保険 労働基準監督署 

④雇用保険 公共職業安定所 

§公的扶助 

公的扶助とは、すでに何らかの困窮状態にある人々を対象に、公費負担によって無償の給付を行うものである。

危険に対する事後的な措置といえる。 
主に生活保護法に基づき、資産調査を行った上で、生活、教育、住宅、医療などの分野に関して保障を行うも

のである。 

§社会福祉 

社会福祉は、老人･児童･身体障害･精神薄弱･母子家庭等、経済面や心身の面でハンディをもった人々に対し必

要な指導や援護育成を行うものであり、それぞれ児童福祉法や障害者総合支援法などの法律により援助の内容が

定められている。 

§公衆衛生 

公衆衛生では、国民の健康の増進を図るため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（旧

結核予防法を包括）、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、公害健康被害の補償等に関する法律などに基づ

いて、さまざまな対策がとられている。 
 

 医療保障制度と医療保険制度のしくみ 

 医療は、医療保障に基づくものと自費診療によるものに分けられるが、わが国の医療保障は、医療保険制度が

大きな支柱となり、これに加えて公的扶助、社会福祉、公衆衛生などの制度に基づく公費で負担する医療（公費

負担医療）をもって体系づけられている。 
 体系図を図１に示すように、医療保険は健康保険等のような社会保険制度（被用者保険とも呼ばれる）に基づ

くものと、地域住民を対象とした国民健康保険に基づくものとにわけられる。 

Lecture1  社会保障制度と医療保険制度のしくみ 
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§医療保険制度 

医療保険制度は、国民の疾病・負傷などについて必要な医療その他の給付を保険をもって行う制度で、昭和３

６年以来、原則としてすべての国民が医療保険に加入し、相互扶助により医療給付を行う「国民皆保険制度」が

導入されている。 
医療保険制度の中で中核をなすものは「健康保険法」「国民健康保険法」および「高齢者の医療の確保に関する

法律」に基づく医療の給付である。制度面において、「健康保険法」による医療の給付に関する諸規定が、国民健

康保険法による医療や高齢者医療、公費負担医療などにも準用されている。したがってわが国の医療保障制度を

理解する上で、「健康保険法」に基づく諸規定を理解することは必須といえるであろう。 
 

図 1．医療保障制度のしくみ 

 

 
 
 
 
 
  

 医療保険（社会保険） 

 全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などがある。これらの

種類と法別番号・略称を表 1 に示す。 
 

Lecture2  医療保険の種類 
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表 1．法別番号及び制度の略称表 

 区 分 法別番号 制度の略称 

医

療

保

険

制

度 

全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ） 

（日雇特例被保険者の保険を除く） 
０１ （協会） 

船員保険 ０２ （船） 

日雇特例被保険者

の保険 

○一般療養（法第 129条、第 131条及び

第 141条関係） 
０３ （日） 

○特別療養費（法第 145条関係） ０４ （日特） 

組合管掌健康保険（健康保険組合） ０６ （組） 

防衛省の職員の給与等に関する法律（自衛官等の療養の給付）

（法第 22条関係） ※被扶養者は国家公務員共済組合に加入 
０７ （自） 

国家公務員共済組合 ３１ 

（共） 

地方公務員等共済組合 ３２ 

警察共済組合 ３３ 

公立学校共済組合 

日本私立学校振興・共済事業団 
３４

 

特定健康保険組合 ６３ 

（退） 

国家公務員特定共済組合 ７２ 

地方公務員等特定共済組合 ７３ 

警察特定共済組合 ７４ 

公立学校特定共済組合 

日本私立学校振興・共済事業団 
７５

 

（注）６３・７２～７５は、特例退職被保険者、特例退職組合員及び特例退職加入者に係る法別番号である。 
 

§健康保険 

健康保険制度は被用者保険の中核をなす制度で、「健康保険法」により定められ、保険者が被保険者の業務外の

事由による疾病、負傷、死亡または分娩に関して保険給付を行うことを目的とした制度である。 
保険者は全国保険協会と健康保険組合があり、全国保険協会管掌健康保険と組合管掌健康保険に分けられる。 

健康保険組合は社員７００人以上の企業であれば単独で、組合員３，０００人以上であれば同業種の複数企業が

共同で設立でき、健康保険組合以外の被保険者は全国健康保険協会が管掌するとされている。 

§船員保険 

船員保険制度は船員を対象とする制度で、「船員保険法」により定められている。 
保険者は全国健康保険協会である。 

§共済組合 

 共済組合は公務員および公共企業体の職員を対象とする制度で「国家公務員共済組合法」「地方公務員等共済組

合法」「私立学校教職員共済法」により定められ、短期給付（医療保険と長期給付（年金保険）がある。 
保険者はそれぞれの職員からなる共済組合で、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、日本私立学校振

興・共済事業団の３つに大別される。 
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 国民健康保険（法別：なし） 

社会保険が職域保険であるのに対して、国民健康保険は被用者以外の国民を対象とした保険で、「国民健康保険

法」により定められ、被保険者の疾病、負傷等の際に医療の給付を行うことを目的としている。 
保険者は市町村となどの地方自治体によるものと、開業医師、薬剤師などの自営事業所の職域別組合による国

民健康保険組合がある。 
 

 前期高齢者医療制度（法別：なし） 

 各医療保険制度に加入している６５歳から７４歳を対象とする。被保険者が６５歳に達し、前期高齢者医療制

度の対象者となっても、企業との雇用関係が継続されているか、あるいは任意継続被保険者となった場合、前期

高齢者医療制度について、被保険者自身が特別な手続き等を行う必要はない。 
 負担割合は、７０歳未満の場合３割、７０歳から７４歳の場合、一般は２割（但し、国による負担軽減特例措

置に該当する場合は１割

 
）、一定以上所得者は３割となる。 

 後期高齢者医療制度（法別：３９） 

社会の高齢化に対し、医療及び保健の両面から対応するために、昭和５７年に「老人保健法」が制定され、老

人保険制度として実施されてきた。しかし、この制度の実施主体が市町村であるのに対し、その財源には高齢者

および若年者の保険料が拠出金として充てられ財政運営の責任が不明確であったため、平成１８年６月の健康保

険法等の一部改正により、老人保健法を「高齢者の医療の確保に関する法律」に名称変更するとともに、その内

容を改正し、平成２０年４月より後期高齢者医療制度という独立した医療制度として実施されることとなった。 
新たな制度の運営は、保険料徴収を市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全ての市町村が加入する後期高

齢者医療広域連合が行う。財政構成については、患者負担（1 割）を除き、公費（5 割）、現役世代からの支援（4
割）、高齢者の保険料（1 割）となっている。 
対象者は、従来の老人保健制度と同様に、７５歳以上の高齢者および６５歳以上７５歳未満で一定程度の障害

の状態にあると広域連合の認定を受けた者である。 
後期高齢者医療制度の被保険者に扶養されている７５歳未満の方については、他の医療保険制度の被扶養者と

ならない限り、国民健康保険に加入することになる。（後期高齢者医療制度には被扶養者という制度はない。） 
負担割合は一般は１割、一定以上所得者は３割となる。保険薬局では、原則として後期高齢者医療被保険者・

高齢受給者の負担割合は、処方せんの「備考」欄に記載された給付割合又は「負担割合」欄の記載により確認す

る。【一般：高一、３割：高７】 

§後期高齢者の診療報酬・調剤報酬 

後期高齢者の心身の特性や生活実態を踏まえ、診療、調剤に関する業務規定が独自に定められている。この規

定は「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取り扱い及び担当に関する基準」として規

定されており、健康保険法に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」・「保険薬局及び保険薬剤師療養担

当規則」に相当するものである。 
具体的には、調剤の一般的方針の規定において後期高齢者の心身の特性を踏まえて調剤を行う旨が明示された。 
 

 退職者医療制度（退職国保）（法別：６７） 

被用者保険の被保険者が退職してその資格を喪失すると、国民健康保険に加入することになるが、退職してか

ら前期高齢者医療制度の対象となるまで（６５歳まで）は、所定の要件（以下①及び②）を満たせば国民健康保

険制度の中に設けられた退職者医療制度に加入することができる。 
① 厚生年金・共済組合への年金加入期間が２０年以上、又は４０歳以降１０年以上加入期間がある者（＝老齢

年金受給権者） 
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② ６５歳未満の者 
退職者医療制度の保険料及び自己負担割合などは、一般国保と同じ。被保険者にとっては一般国保に比べても

違いがないことになるが、退職国保では一部負担金と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源と

なっている（＝財源が異なる）。 
なお、平成２６年度までにこの制度の該当になった方は６５歳到達まで資格が継続されるが、その後は一般の

国民健康保険に加入することになる。 
 

 公費負担医療制度 

公費負担医療制度とは、生活保護、社会福祉、公衆衛生などに関する各種法律に基づいて、国や地方自治体が

特定の疾患や生活困窮者などに対して医療費を公費で負担する制度である。 
現在、公費負担制度がとられている医療は以下の表２のようなものがあり、それぞれの公費負担医療の適用者、

取り扱い薬局の指定、給付割合、調剤報酬の請求先は法令によって異なっている。 
平成２６年１２月３１日までは５６の特定疾患が対象の特定疾患治療研究事業（法別：５１）という予算事業

であったが、平成２７年１月１日より「スモン」「難治性肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」の３疾患が特定

疾患として残り、他は難病法（法別：５４）に移行した。 
公費負担医療の適用を受けるためには、法令ごとの審査があり受給資格を取得したものには受給者証明書等が

交付されている。公費負担医療の種類と根拠となる法律、医療給付の種類、法別番号、給付割合を表２に示す。 
 

表２．主な公費負担医療制度の種類と法別番号・給付内容 

 法律 種類 法別 
番号 給付内容 

戦傷病者特別援護法による 療養の給付 １３ 全額公費 
更生医療 １４ 全額公費 

原子爆弾被爆者に対する援護 
に関する法律による 

認定疾病医療 １８ 全額公費 
 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律による医療費の実施に関する法律による 
３０ 全額公費 

感染症の予防及び感染症の患者 
に対する医療に関する法律による 

結核患者の適正医療 
※使用医薬品は患者票に

明記されている品目に限

られる。 

１０ 
 

各種医療保険を優先し、自己負担分

（5％）を除いた額を公費負担 

障害者総合支援法による 
[自立支援医療制度] 

精神通院医療 ２１ 各種医療保険を優先し、自己負担分

（10％）を除いた額を公費負担※ 更生医療 １５ 
育成医療 １６ 

原子爆弾被爆者に対する援護 
に関する法律による 

一般疾病医療費 １９ 各種医療保険を優先し、自己負担分

を公費負担 
特定疾患治療費 
（スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎） 
先天性血液凝固因子障害等治療費 
水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費 
茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康

被害に係る緊急措置事業要綱による医療費 
メチル水銀の健康影響による研究治療費 

５１ 各種医療保険を優先し、自己負担分

を公費負担 

肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付 ３８ 各種医療保険を優先し、自己負担上

限月額超過分を公費負担 
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児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給 
 

５２ 各種医療保険を優先し、自己負担分

20％を除いた額を公費負担※ 

児童福祉法の措置等に係る医療の給付 ５３ 各種医療保険を優先し、自己負担分

を公費負担 
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく 
特定医療の給付 

５４ 各種医療保険を優先し、自己負担分

（20％）を除いた額を公費負担※※ 
石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給 
 

６６ 各種医療保険を優先し、自己負担分

を公費負担 
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の 
支援に関する法律第 14 条第 4 項に規定する医療支給給付 

２５ 各種医療保険を優先し、自己負担分

を公費負担 
生活保護法による医療扶助 １２ 各種医療保険を優先し、自己負担分

を公費負担 
※所得に応じた上限あり、限度額超過分も公費負担 
※※所得に応じた上限あり、前期高齢者の特例措置、後期高齢者（一般）は通常通り１割のまま 

 
 
 
 
 
 医療保険および高齢者医療制度によって給付された医療に対する調剤報酬は、それぞれの保険者から各薬局

の請求に基づいて支払われるが、実際にはすべての保険者が支払事務・審査請求事務を独自に行っているわけで

はない。 

 ほとんどの保険者がその事務を委託している。社会保険においては社会保険診療報酬支払基金に、国民健康保 

険および後期高齢者医療制度においては国民健康保険団体連合会に委託している。 

 
 

 

 

 \\\ 

 保険料 

 被保険者証 請求 

                      直接請求   \\\ 

 

 処方せん 処方せん レセプト 

 

 薬 ¥¥¥ 

          受診 

         ￥一部負担金        返戻 

     

 
 レセプト：保険薬局が調剤報酬を請求するに際し、患者さま毎に処方内容、調剤数量、報酬額などの明細を記

載した文書のこと。（調剤報酬明細書） 

 返戻
へんれい

：計算ミスや保険者番号の間違い、保険調剤として不適切な内容が認められ、レセプトが保険薬局へ戻さ

れること。戻された分の報酬は支払われないが、不備を訂正して再請求できる。 
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