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『アメリカの医療保障:グローバル化と企業保障のゆくえ』
(長谷川千春著)
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1各章の概要

本書は,アメリカの医療保障システムの主軸
をなす雇用主捷僕医療保険(Employer‑Spon‑

序章では, ｢アメリカ医療保障システムの再

sored Health hsurance)を主な対象として,

1980年代以降の医療保障システムの再編とそ

編の要は雇用主(とくに民間企業)｣ (Pl)であ

の意義を明らかにするものである.アメリカに

は全国民を対象とする公的医療保障制度がな

るとの認識から,企業の論理という観点からみ
たアメリカ医療保障システムの特徴,本書の構

く, 65歳以上の高齢者と一部の障害を抱える

成.先行研究の意義と限界が述べられている.

者が公的医療保険制度のメディケアを通じて医

すなわち,アメリカ医療保障システムの特徴
が,雇用関係に基づく付加給付である雇用主提

療保障を獲得している一方で, 65歳未満の国

民の大半は民間医療保険に加入している.しか
もその民間医療保険の大部分は,本人または家
族の勤務先で付加給付として提供される雇用主
捷僕医療保険という形で存在しており,それが

供医療保険を中核としていること, 1980年代

以降のグローバルな競争の激化に伴い雇用主提

供医療保険にもコスト節約圧力が強まっている
こと,アメリカの産業構造や雇用構造の変化が

｢アメリカ医療保障システムの中核である｣

システム再編の要因であること,労働市場の下

(pl). 2010年3月にオバマ政権の下で可決.

位集団と無職者が無保険のリスクにさらされて

成立した医療保険改革法の最大の争点も,雇用

いることの4点に整理されており,これらを関

主に対して被用者‑の医療保険の提供や保険料
の拠出を義務づけることの是非であった.本書

連づけながら実証的に検討することが本書の課
題であるとしている.こうした観点から先行研

はその医療保険改革に関して白熟した議論が繰
り広げられていた最中に刊行されたものであ

究を振り返り, ｢具体的な企業による医療給付
プログラムの内容や実態について踏み込んだ研

り,絶好のタイミングであると同時に,雇用主

究はみられず,また1980年代以降のアメリカ

提供医療保険というアメリカ医療保障システム
の独特な現実に深く切り込んだ待望の学術書で

経済社会の変化を踏まえたアメリカ医療保障シ

もある.雇用主である企業の論理という本書の

れている.

分析視角は実に鋭く,本書のタイトルである
｢アメリカの医療保障｣を副題に掲げられた

第1章は,雇用関係とリンクした医療保障と
いう視点でアメリカ医療保障システムの全体と

｢企業保障｣という視点で読み解くという｢正

雇用主提供医療保険を考察し,公的医療保障制

攻法｣かつ｢直球勝負｣が本書の最大の魅力で

度も含めたシステム全体のアメリカ的な特質を

あるといえよう.

明らかにしようとしている.第一に, ｢アメリ

本稿では,本書の概要を示した上で,同じく
アメリカの医療保障を研究の対象とする評者の

て,それを補足するものとして政府による保障

ステム分析は皆無である｣ (P14)ことが指摘さ

カの医療保障システムは,企業保障を中核とし

問題意識や他の研究実績と比較しながら,本書
の特徴や意義などについて描き出すことを目的

が存在している｣ (P68)点で独特な構造を有し

としたい.

間医療保険であり, ｢雇用主が提供する医療保

ている.第二に,その企業保障の主な手段は民
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険プランの内容に裁量をさかせられるのは,氏

ストの高騰とアメリカ経済を取り巻く状況の変

間医療保険のプランが非常に多様であり,多く

化のなかで,その動揺を隠し得ない状況になっ

の選択肢が存在するからである｣ (P28).第三

てきている｣ (P105)と述べている.

に, ｢非高齢者の医療保険加入が民間医療保障

第3章は∴WM社の医療給付プログラムを

に依存している限り,民間医療保障を得られる

検討し,それがグローバル競争の下での経営環

層と,貧困･低所得などで医療扶助の受給資格
を得る層との隙間に,固定的な無保険者あるい

境の変化と,それに伴う非正規雇用を多く抱え
る企業の台頭という｢21世紀における産業再

は加入の不安定な流動層が存在する｣ (P69).

これらをアメリカ的な特質であるとした上で,

編･労働編成の典型と考えられ,またWM社
の医療保障に対する姿勢から,今後のアメリカ

｢1980年代以降アメリカ経済がグローバルな競

医療保障システムの再編の萌芽を見出しうる可

争に組み込まれるなかで,国内問題であるはず
の医療保障システムも,その再編を余儀なくさ

能性がある｣ (P108)としている.大手小売業

れる状況となった｣ (P68)との認識から,

500の第1位になり,雇用主としても圧倒的な

General Motors社(以下｢GM社｣)の医療給

存在感を持っている.そのWM社の被用者の

付プログラムの改革と

約9割は何らかの医療保障を獲得しているが,
WM社の提供する医療保険については提供率,

のWM社は, 2007年と2008年にはFortune

Wal‑Mart社(以下

｢wM社｣)の医療給付プログラムの内実を明
らかにするとともに,雇用主提供医療保険の加

受給率,加入率のいずれも全米平均よりも低

入率の低下と企業のコスト抑制戦略を検討する

く,被用者の配偶者の勤務先で捷供されている

意義を強調している.

民間医療保険やメディケアやメデイケイドなど
に依存している. WM社の医療給付プログラ
ムはそれ'pれ異なる保険料や定額控除などの内

第2章は, 1980年代以降のGM社の医療給

付プログラム改革について詳細に検討すること
で, GM社がグローバル競争に直面して｢気

容を持つ多様なプランを選択肢として捷供して
いるが,雇用主の拠出額が低いことや実質的な

前のいい医療保障｣を見直さざるを得なくなっ
た企業の典型であるとしている.かつて世界最

医療保障を得るための定額控除の負担が重いな
どの理由から,実際には多くの被用者は安価な

大の自動車メーカーであったGM社は被用者
と退職者に対して充実した医療給付を提供して

保険料で保障水準の低いプランを選択するか,
あるいは加入を辞退している.以上のことか
ら∴WM社の医療給付プログラムでは｢低価

いたが,石油危機に伴うガソリン価格の急騰で
小型車‑の需要のシフトが起こり, 1980年に

以降には厳しい経営状況が続いていた.それに

格･低保障の医療保険プランが基本であり,そ
れ以上の保障を求めるのであれば,保険料や定

加えてトヨタ社などとのグローバル競争が激化
したことで医療給付コストの負担感がいっそう

額控除などの形で従業員自らの責任において選
択させる,という21世紀における雇用主の医

強まった結果,マネジドケア.アプローチの導

療保障に対する新たな姿勢であろう｣ (P141)

入を中心とする1985年の医療給付プログラム
の改革を皮切りに,企業によるコスト抑制と被

と結論づけていも.

用者や退職者‑の医療費負担のシフトが模索さ

問題について, ｢雇用主提供医療保険の空洞化

は59年ぶりに赤字を計上するなど, 1980年代

第4章は, 65歳未満の非高齢者の無保険者

れることになった.著者はこのような流れに

すなわち加入率の低下｣ (P142)という要因を

沿ってGM社の医療給付プログラムの改革を

軸に考察し,その空洞化｢のなかで,貧困･低

詳細に考察した上で, ｢雇用主提供医療保険は

所得層でも医療扶助の対象とならない所得層お

賃金の一部である一方で,連邦政府による税制

よび医療保険の不安定層の拡大｣ (P150)が生

上の優遇措置の実施などにより社会保険を代替

じている現状を浮き彫りにしている. 1990年

する機能が付与されてきた｣が, ｢医療給付コ

代以降には被用者にとっての雇用主提供医療保
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制戟略は雇用主の医療保障の責任の後退を如実
に示しており, ｢選択の自由｣の下で無保険者
の発生を黙認し,促進していると評価=ノてい

険の被提供率が高まり, 2001年以降にも高い

水準で推移しているが,一方で有資格率(雇用
主捷供医療保険の適格条件を満たす被用者の全

体に占める比重)と受給率(実際に加入してい
る被用者の比重)はともに低下しており,結果
として1990年代後半以降には加入率が低下し

終章は,本書の内容を振り返った上で,本書
の意義と残された課題について述べている.本

た.特に重要なのは,有資格率の低い非正規雇

書の意義は, ｢アメリカの医療保障システムの

用の増加が被用者全体の有資格率を低下させて
いることと.医療単価の急増や医療給付プログ

基軸となる雇用主に視座を置くことで,アメリ

ラムにおける被用者‑の負担のシフトなどに

題の連関を示すことができた｣ (P219)こと,

よって被用者の保険料の負担が増加し,それが
受給率の低下につながっていることであり,

｢雇用主である企業に焦点を当てることによっ
てはじめて,戦後のアメリカ医療保障システム

｢低賃金な被用者ほど保険料負担の増加が医療

の発展を歴史的にとらえ返すことができ,その

保険‑の加入抑制につながったと考えられる｣

発展の意味をとらえることができた｣ (P219)

(pl64).こうした雇用主提供医療保険の空洞

こと, ｢グローバルな競争の激化にさらされる

化が無保険者の増加をもたらした主な要因であ
り, ｢雇用主提供医療保険を主軸とするアメリ
カの医療保障システムが,経済格差の拡大と雇

21世紀初頭にかけてのシステム再編の基本要

る.

カ医療保障システムの全体像とそれをめぐる問

アメリカ企業｣ (P219)という20世紀末から

因をとらえることができたこと.さらには副次

用構造の変化のなかで,その機能を果たしえな

的な意義としてアメリカ企業の研究に人件費の

くなっている｣ (P172)ことが示されている.

問題という有用な情報を提供できたことの4点

第5章は, 1980年代以降にグローバル競争

を挙げている.今後の研究課題としては, IT

の下で実施されTだ医療給付プログラムの再編を

関連企業やサービス業や中小企業をはじめとす
る企業の事例研究と,雇用主提供医療保険に関

企業のコスト抑制戦略としてとらえ,特に

1990年代以降の動向と実態にかなり踏み込ん
で考察している.第一に,従来の出来高私塾プ

する連邦･州･地方政府のかかわりを研究する
ことであるとしている.

ランから保険料が相対的に安価なマネジドケ

2

ア･プラン‑の移行は, 1種類のマネジドケ

本書の特徴と意義

ア･プランのみを選択肢として提供するという
的に進められたとしている.第二に,医療保険

本書の評価を行う前に,アメリカの医療保障
システムに関する評者の問題意識を示しておき

の購入者という立場を利用して保険料を引き下

たい.

げようとする試みであるⅤalue‑based purchas‑

ing戦略は,企業地域連合の形成,競争入札の

評者の問題意識は,アメリカの医療保障シス
テムを地域性という視点でとらえ,地域医療と

実施,医療のコストと質の評価などの形で行わ

医療保障の関係に特に焦点を当てて検討しよう

れた.第三に,マネジドケア･プランの導入

とするものである.アメリカの医療保障システ

企業の戟略などによって,強制的または半強制

は,被用者‑の保険料拠出の要求とその増額,

ムの最大の特徴は民間部門にイニシアティブが

保障水準が低く保険料が安価なプラン‑の雇用
主拠出額の固定,医療保険をカフェテリア･プ

あることであり1),それを地域の目線でとらえ

ランのメニューの1つに落とすことで医療保険

提供組織,各地域で医療保険のプランを販売す

ると,各地域の医師や病院をはじめとする医療

に加入しないという選択肢を提供するなどの方
法を通じて.医療費負担の被用者‑のシフトを

1)アメリカ福祉国家の特質については渋谷･中浜

伴うものであった.その上で,企業のコスト抑

横井(2010)を参照.
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る保険会社やマネジドケア組織,地域に根ざし

ン‑の加入を促進しようとするメディケアの改

た職能団体やNPOなどのコミュニティ組織,

革など,州や郡や市や地区という地域の次元で

そして何よりも地域住民のイニシアティブで医

医療保障が検討されてきたのである. 2000年

療保障システムが成り立っているということを

以降の医療保険改革はこうした側面をますます

意味する.第一に,企業の医療給付プログラム

強めており,オバマ政権期の医療保険改革も医

や公的医療保険や医療扶助などの医療保障制度
は単独では成り立たず.実際には各地域の保険

療保障システムの地域性をいっそう際立たせる

会社や医療提供組織との契約の下で保険プラン
と医療サービスが提供され,それではじめて医

いえよう.

療保障が実現している2).第二に,医療保障制

を述べる.

方向‑の再編という視点で検討すべきであると
以上の問題意識をもとに,まずは本書の特徴

度が実際に機能するためには,医療扶助の受給

本書の最大の特徴は,著者も強調しているよ

資格要件の調査や申請の支援,保険プランやか
かりつけ医の選択に関する情報提供など,コ

うに,アメリカ医療保障システムを雇用主であ
る企業の論理に即して検討していることであ

ミュニティ組織の活動が重要な条件になってく

る.ヨーロッパ諸国の医療保障システムは公的

る3).第三に,連邦･州･地方政府は地域医療

医療保障制度を中心に成り立っており,先行研

サービス市場や地域保険市場に対して様々な規

究の多くもそうしたヨーロッパ諸国の医療保障

制を行うとともに,コミュニティ組織の支援活

制度を前提に議論を進めるという側面が強かっ

動を様々な形で支援しており,これらの公的部

た.それゆえに,アメリカの医療保障システム

門の介入は地域における医療保障の条件を整備

に関する研究でも,国家による医療保障という

する役割を果たしている4).

視点を軸に検討されることがほとんどであっ
た.それに対して本書は,アメリカ医療保障シ
ステムの主軸が雇用主提供医療保険であるとい

実際に, 1990年代以降に実施された医療保
障システムの改革の主眼は,地域市場やコミュ
ニティ組織などの地域資源をいっそう活用する

う現実に即して,企業の論理という観点から研

方向‑の医療保障システムの再編であった.す
なわち,州内の企業の雇用主による被用者への

究対象に真正面に向き合っている.本書は｢ア
メリカ･モデル経済社会｣というシリーズ企画

医療保険の提供または州民の医療保険‑の加入
を義務づけるなどのいくつかの州での医療保険

(監修:渋谷博史)の一環であり,アメリカの

論理に内在的にアメリカの経済社会の現実を理
解しようと試みるというシリーズ全体を貫徹す
る論理とも整合的な内容である.

改革,各州が運営する医療扶助の受給資格要件
や給付内容などに関する改革,各地域の民間保

険会社やマネジドケア組織が捷供する民間プラ

それゆえに,第二の特徴として,個別の民間

企業の医療給付プログラムと雇用主提供医療保
険を具体的かつ実証的に研究している点が指摘
できる.この点についても著者が明確に指摘し

2)メディケアの創設と地域病院の再編については
Somers and Somers (1967)やMarmor (2000)

ているように,国内外の研究蓄積を振り返る
と, ｢具体的な企業による医療給付プログラム
の内容や実態について踏み込んだ研究はみられ

を参照.なお横井(2006a)は,ニューヨーク市

の医療扶助の再編を医療扶助と地域医療システム
の一体的な再編としてとらえ,州･地方財政との
かかわりに特に焦点を当てて検討している.
3)ニューヨークにおける医療扶助の再編の過程で地
域に根ざした民間組織の支援活動が果たした役割

ず｣ (P14),福祉国家論やマネジドケア論の立

場からのアメリカ医療保障システムやマネジド
ケアの概念的な考察や,医療保険に関する抽象

を検討したものとして,楼井(2006b)を参照.

4)中浜(2006)は,アメリカの民間医療保険を州政

的なモデル分析などとは一線を画す内容であ

府による地域保険市場の規制に焦点を当てて検討

る.しかも本書は, ｢1980年代以降のアメリカ

している.

経済社会の変化を踏まえたアメリカ医療保障シ
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ステム分析｣ (P14)という新たな地平に果敢に

世紀に多くの雇用を生み出した企業のコスト抑

挑戦するものであり,副題の｢グローバル化と

制を主なねらいとする医療給付プログラムの再
編と, WM社のように非正規雇用を多く抱え
る企業の台頭とそれに伴う医療保障の不安定性
の強まりの両面に注目して,具体的に明らかに

企業保障のゆくえ｣にふさわしい内容になって
いる.

こうした特徴を持つ本書の意義としては,以
下の3点を指摘することができる.

したことである.このような方法で,本書は

第一に,本書の特徴にも密接にかかわるもの
であるが,アメリカ医療保障制度の主軸をなす

｢グローバル化と企業保障のゆくえ｣を真正面
から検討している.

雇用主提供医療保険の再編の実態を克明に描き
出すことに成功している点である.雇用主捷供

成果である.特に, GM社と

第三に,本書はきわめて質の高い実証研究の
WM社の医療給

付プログラムの再編を詳細に検討した第2章と
第3章は素晴らしい水準であり,その意味でも
本書に匹敵する先行研究は国内と国外のいずれ
にも存在しないであろう.雇用主提供医療保険
の加入状況を分析した第4章と企業の医療給付
コストの抑制戦略の実態に踏み込んだ第5章の

医療保険の提供率の動向とその変動要因である
雇用主の捷供率や被用者の受給率に関する研究
辛,雇用主提供医療保険の加入率の低下と無保

険者の問題を結びつけた研究などはあるもの
の5),企業の医療給付プログラムや雇用主提供

医療保険の具体的な内容にまで踏み込んで考察
したものはなかったといえる.雇用主提供医療

完成度も高く.評者も本書から大いに学ぶ必要

保険に焦点を当てて考察するという問題意識

性を痛感した次第である.

は,保険論のツールを用いてアメリカの民間医

3

療保険の再編を詳細に検討した中浜隆氏の著書

いくつかの論点と疑問点

とも共通するものであるが6),本書はそれを雇

ただし,本書を読み進めるにつれて,前述の

用主である企業の論理という視点でとらえてい
る点で独自性を有している.その意味で本書は

意義とともにいくつかの論点または疑問点が浮

｢正攻法｣で｢直球勝負｣なのであり,今後の
アメリカ医療保障システムの研究は本書の成果

かび上がってくる.

を十分にふまえて行われるべきであるととも

の中核である雇用主提供医療保険に焦点を当

に,他国の医療保障システムに関する研究にも

て｣ (Pl)て詳細に検討しているが,雇用主で

重要なインプリケーションを持っていると評価

ある企業の論理と公的医療保険や医療扶助など
との関係についてはほとんど説明されておら

第一に,本書は｢アメリカ医療保障システム

できよう.

ず,システム全体を貫徹する論理を示すことに

第二に,福利給付としての雇用主提供医療保

険を主軸とするがゆえにアメリカ医療保障シス
テムが不安定な性質を抱えているという側面に
ついて.雇用主の利害または企業の論理という

成功しているとはいいがたい.確かに雇用主提

視点から詳細に検討していることである.医療

供医療保険はシステムの｢中核｣であるが,そ
れは単に加入者数が多いからではなく,システ
ム全体に対して強い影響力を持っているがゆえ

給付プログラムの再編は, 1990年代以降のグ
ローバル競争の下でアメリカの企業に対するコ

わち,マネジドケア･アプローチの導入をはじ

に｢中核｣といえるのではないだろうか.すな

スト抑制圧力が強まる中で,産業構造と労働編

めとする雇用主提供医療保険の再編が公的医療

成の再編に組み込まれる形で行われた.本書の

保障制度の改革の前提になっており,雇用主で

着眼点の鋭さは,それをGM社のような20

ある企業の論理がシステム全体で強く意識され
ていることがアメリカ医療保障システムの特徴

5)たとえば, Schwartz (2006)など.

であるといえよう. ｢主として1980年代以降の

6)中浜(2006)を参照.
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評

医療保険がシステムの｢中核｣であることの意

が社会保険の条件であるといえる.本書の中心
テーマである雇用主提供医療保険に｢社会保険
を代替する機能が付与されてきた｣とすれば,
こうした民間保険と社会保険の異同などに関す

味とともに,本書の副題にある｢企業保障｣と
主題の｢アメリカの医療保障｣の関係をいっそ

る考察が必要であり,終章で｢残された課題｣
として示された公的部門のかかわりに関して研

う深くとらえることにつながるであろう7).

究を進める中で,この間題に対して明確な回答

明らかにすることを課題とする｣ (Pl)のであ

れば,システム全体を貫徹する論理をもっと明
確に示すことが重要であり,それが雇用主提供

が示されることを期待したい.

第二に,本書は｢雇用主提供医療保険は賃金
の一部である一方で,連邦政府による税制上の

第三に, ｢医療保障｣と｢医療保障システ
ム｣の区別があいまいであることも,本書が水

優遇措置の実施などにより社会保険を代替する

準の高い実証研究の成果であるだけに誠に惜し
い点である.すなわち,単に企業の医療給付プ

機能が付与されてきた｣ (PIO5)としているが,

社会保険の特徴や民間保険と対比した考察など
はなく,その明確な根拠が示されていない.本

ログラムが存在するがゆえに医療保障が行われ

書でも指摘されているように,雇用主による被

るのではなく,実際には雇用主である企業が各

用者‑の福利給付の提供はあくまで任意であ

地域の保険市場で保険会社やマネジドケア組織
と契約し,地域医療サービス市場において医師

り,たとえ｢連邦政府による税制上の優遇措置

や病院などの医療提供組織に対しても直接また
は間接に関与することで地域の医療保障システ

の実施などにより｣ (P105) ｢企業による医療給

付提供と雇用主拠出が一般化｣ (P3)している

としても,それが｢結果的に雇用主提供医療保

ムが構築され,それによってはじめて被用者に

険が社会保険的機能を部分的に果たしてきた｣

対する医療保障が実現するのである.

(P215)根拠にはならない.この点に関して,

それをふまえて本書を振り返ると,特に医療
プランの性質に関する説明には若干の疑問を感

本書でも引用されている中浜氏の著書では,

じざるをえない.第‑に,第1章で示された出

｢(雇用主提供医療保険を主とする民間医療保険
による:引用者)政府部門の役割(福祉国家の

来高私利プランとマネジドケア･プランの説明
はあまりに抽象的であり,後の章で示されてい

機能)の代替とは,政府部門が医療保険を提供
しなかったために,民間部門が医療保険を提供
してきたというだけでは不十分である｣ことが

合っていないように思われる.第1章では,マ

指摘されている.さらに中浜氏は,民間保険と

ネジドケア･プランと対比する形で, ｢従来型

対比した場合の社会保険の一般的な特徴として

出来高払いプランでは,保険者と医療サービス
の提供者(医師･病院など)は独立して活動し

る医療プランの具体的な考察とは必ずしも噛み

｢加入は強制であること｣などを指摘してお
り8),少なくとも国家権力を背景とする強制性

ており,患者が自由に医師を選択し,医師らが

自らの裁量で病気を診断し,適切な治療方法を
選択し｣ (P28), ｢保険者は報酬額それ自体につ

7)天野(2009)は1990年代以降の医療保障制度改

いて交渉することはない｣ (P29)とされてい

革について,政府･企業･個人という3つの改革

る.しかし,出来高払制プランも地域の医療保

アプローチの間の関係に焦点を当てて政治過程や
イデオロギー対立の構図の変化を考察しており,
アメリカの医療保障システムにおける政府の役割
についても詳細に検討している.

障システムに組み込まれる存在である以上,煤
険者と医療提供組織が完全に独立し,患者が完

全に自由に医師を選択し.医師に対して制限の
全くない診療の自由が保障されるわけではな
く,保険者や地域保険市場とは無関廃に報酬が

8)中浜(2006), 2‑7頁.また, Hacker (2002)は

公的部門によって運営される社会保険に代わる概
念として｢民間社会保険｣ (private social insur‑

設定されることもないはずである.第二に,後
の章で医療給付プログラムについて考察してい

ance)という概念を提起している. Hacker(2002),
349 ‑ 350頁.
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