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日本の医療制度

病院収入

医療関係法規と医療収入

１

医療保険制度
1961 年（昭和 36 年）に施行された社会保険（医療保険、年金保険、労災保険、
雇用保険、介護保険）制度の１つであり、病気や怪我、入院など疾病のとき
に保障してくれる保険制度。日本では全ての国民が公的医療保険に加入する
ことになっており、国民皆保険制度（こくみんかいほけんせいど）と呼ばれる。
全国の一般病院の総数は 7,493 施設。そのうち自由診療のみの一般病院は１
１施設のみ(平成 24 年統計)

医療保険制度

医療保険とは、相互扶助の精神のもとに、病気やけがに備えて収入に応じた
保険料を徴収し、医療を受けたときに保険から医師に医療費を払うしくみ。
財源は国民の保険料だが、常に枯渇している状態。

診療報酬支払制度

全ての医療行為に診療報酬点数が付けられており、この点数にそった請求を
保険医登録医師が保険医療機関から行う。
① 出来高払い方式 患者から自己負担額、保険者から現物給付
②

包括支払い方式 入院医療管理料、手術前後検査、肝機能検査等

③ その他支払い方式
④ ＤＲＧ/ＰＰＳ 疾患別予見定額払制度 クリニカルパス重要
⑤ ＤＰＣ

診断群分類包括評価払い Ｈ26 度 55％一般病院

公費医療制度

生活保護法、児童福祉法、母子保健法など

特定療養費制度

混合診療は原則禁止されているが、特定の場合は許されている。
高度先進医療、特別室料金、無紹介初診料、予約診察、治験など

医療保険制度体系

①

医療保険

健康保険・船員保険・共済組合・国民健康保険

②

退職者医療 国民健康保険

③

高齢者医療 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）

日本は戦後、荒廃した医療施設の復旧のために医療制度化を進め、世界でも類を見ない低料金で高品
質の医療提供制度となり、世界一の長寿国となっている。しかし、超高齢社会となった今では制度改革
が社会の実情に追い付いておらず、数十年間財政の破綻が叫ばれているにも関わらず、日本の財政赤字
は１０００兆円をはるかに超えている。医師の能力に関係なく価格が一定のためコモデティ化が進み関
係制度が陳腐化しているのが現状である。

病院組織が運営上関係する医療関連法規一覧

２

●医療提供に関連する法律
【医療職種に関連する法律】

医師法 歯科医師法 薬剤師法 保健師助産師看護師法

診療放射線技師法 看護師等の人材確保の促進に関する法律 栄養士法 歯科衛生士法
歯科技工士法 臨床検査技師等に関する法律 理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法 視能訓練士法 臨床工学技士法 義肢装具士法 救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 柔道整復師法
【医療施設に関連する法律】 医療法
●医療保険および年金保険に関連する法律
健康保険法 国民健康保険法 厚生年金保険法 船員保険法
国家公務員共済組合法 地方公務員共済組合法
●労働に関連する法律
労働基準法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法
男女雇用均等法（略称） 育児介護休業法（略称）
●医薬品・食品に関連する法律
【医薬品に関連する法律】
薬事法 薬剤師法 麻薬及び向精神薬取締法 大麻取締法 あへん法 覚せい剤取締法
毒物及び劇物取締法 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
【食品に関連する法律】
食品安全基本法 食品衛生法 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
●高齢者に関連する法律
高齢者の医療の確保に関する法律 介護保険法 老人福祉法
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
●社会福祉および障害者に関連する法律
【社会福祉に関連する法律】
社会福祉法 生活保護法 社会福祉士及び介護福祉士法
【障害者に関連する法律】
障害者基本法 障害者総合支援法 身体障害者福祉法 知的障害者福祉法
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
●疾病予防・健康増進に関連する法律
健康増進法 地域保健法 感染症予防法（略称） 予防接種法
新型インフルエンザ等対策特別措置法 がん対策基本法 臓器移植法
●母子に関連する法律
母子保健法 母体保護法 児童福祉法 母子及び寡婦福祉法
配偶者暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 児童虐待防止法
●その他医療に関連する法律
廃棄物処理法（略称） 個人情報保護法

３
国民医療費
国民が医療にかけた年間費用の総額。厚生労働省が毎年度発表する。ただし、正常妊娠、分娩にかか
った費用、室料差額、歯科材料差額、美容整形費、集団検診費、人間ドック、買薬の費用、また、健康
保険適用外部分の医師の指示以外によるあん摩・マッサージ等は含まれない。
平成 25 年の国民医療費は 40 兆 610 億円であった。戦後一貫して増え続けており、
平成 11 年に 30 兆円を超え、近年は年間１兆円ずつ増え続けている。
財務省ＨＰ情報 － 社会保障給付費は平成 25 年 110.6 兆円。社会保障の安定財源の確保が急務

医療事情の比較
●虫垂炎で救急搬送されて医療を受けた場合（個人負担額比較）
救急車料金

公的医療保険

病院個室代

手術治療総額

日本（全域共通） 無料

皆保険制度

5,000 円～

97,000 円～

上海

75 円/Ｋｍ

なし

8,000 円～

300,000 円～

シンガポール

6,200 円～

なし

21,000 円～

ニューヨーク

22,800 円～

なし

245,000 円～

3,335,000 円～

ロサンゼルス

33,400 円～

なし

245,000 円～

1,668,000 円～

ロンドン

無料

税徴収

130,000 円～

452,000 円～

パリ

無料

皆保険制度

76,000 円～

774,000 円～

カイロ

400 円

皆保険制度

4,000 円～

16,000 円～

無料

●国民一人当たりの年間平均受診回数と一回受診当たりの医療費 （2000 年統計）
年間平均受診回数
日本

一回受診当たりの医療費

14.4 回

7,000 円

アメリカ

8.9 回

62,000 円

イギリス

4.9 回

25,000 円

フランス

6.9 回

36,000 円

スウェーデン

2.7 回

89,000 円

５００床規模病院での臨床検査部運営（一例）
検査技師配置

４

一般検査 2 名 生化学検査・血清検査・検査受付

5 名 血液検査 6 名

細菌検査 2 名 生理検査

病理検査 11 名 計 38 名

10 名 輸血検査

2名

検査技師人件費 統計的に一人当たり年収４８０万円として１億８２４０万円必要
検査部目標売上 優良運営病院の人件費率は約５０％
当該検査室の総売上は３億６４８０万円/年が必要 月次売上３０４０万円
検査技師１名あたり、月額約８０万円分の検査をする必要がある。
検査技師１名あたり、日額報酬２７００点の検査をする必要がある。
検査部の理念
1.最高の技術を提供すること。

目標を高く持ち自己研鑽を怠らない

2.患者中心主義であること。

患者の利益を先に考え、その後に運用を決定する

3.統制のとれた組織であること。 あいさつ、気配等のマナー・礼儀を意識する
臨床検査の診療報酬点数 （抜粋 2017 年現在）
一般検査

尿中一般物質定性判定量検査 26 点

血液学的検査

赤血球沈降速度

9点

末梢血液像（鏡検法） 25 点
生化学検査（Ⅰ）

尿沈渣（鏡検法） 27 点

末梢血液一般検査

21 点

プロトロンビン時間 18 点

指定項目検査 11 点

HDL-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 17 点

生化学的検査（Ⅱ） レニン活性 108 点

インスリン 118 点 ヘモグロビンＡ1ｃ 49 点

免疫学的検査

21 点

ＡＢＯ式血液型

ＨＢｓ抗原（定性）29 点
Ｏ-157 抗原定性 170 点

梅毒血清反応（定性） 15 点
ＨＣＶ抗体（定性） 120 点
リウマトイド因子半定量 30 点

微生物学的検査

細菌培養同定検査（消化管） 160 点 細菌薬剤感受性検査 170 点

遺伝子的検査

遺伝学的検査 4,000 点

病理診断

病理組織標本作製（１臓器） 860 点
電子顕微鏡 〃 2,000 点

生体検査

悪性腫瘍遺伝子検査 2,100 点～
細胞診 〃（婦人科材料等）150 点

心電図検査（12 誘導） 130 点
腹部超音波検査

530 点

ホルター型心電図検査 1,500 点

心臓超音波検査
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