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“オバマ・ケア”(米医療改革法)の考察            2014 年 6 月７日 
                                 山 本 利 久 
はじめに 

昨年 10 月 1 日から申し込みが始まった米国の保険制度改革法(オバマケア, Patient 
Protection and  Affordable Care Act)は惨憺たるスタートとなった。既に 2010 年 3 月 23
日、共和党との熾烈な抗争を制したオバマ大統領が同法に署名を終えて充分な準備期間が

あり、関係者にその内容が周知徹底されていたと思われていたが、｢国民皆保険｣の実現を

狙ったこの制度の出だしの躓きは米国社会に大きな衝撃を与えた。当初は保険購入のウエ

ッブ・サイト市場(エックスチャンジ)の単なる技術的問題かともみられていたが、同法に反

対する共和党は、その後も基本設計に問題ありとして、引き続き反対姿勢を強化しており、

今秋行われる中間選挙に向け、新制度は再び政治問題化の様相を呈している。 
オバマ大統領は一部修正を行いながら対応に追われたが、今年になり徐々に加入の改善が

進んでいる。当初想定できなかった事態の出現もあり、関係者間で難航する調整が続いて

いる。 
医療を含む社会保障制度の在り方に関して、米国は自助や民間主体(民間の医療保険)をベー

スにした制度設計の考え方が根強く、互助、扶助を主体とする日本や欧州などとは異なる

点が多い。 
米国でも連邦・州の財政悪化が深刻化する中、医療制度における給付と負担を巡り、関係

者間で利害の調整と、その為の駆け引きが大きな社会・政治問題となっている。事態を少

しでも有利に導くため、それぞれの利益集団が有力なロビーイスト達に接近、議会を中心

に活発な活動を展開している。ここに改めて、日本ではあまり知られていない米国の立法

府とロビー活動の現状を見せ付けられる思いがする。 
我が国でもデモグラフ―問題を背景にして医療・介護保険制度を巡る議論・法制化・実施・

見直しの動きは止まる処を知らない。4 月に行われた在宅医療に関する診療報酬の大幅減額

で、訪問診療(含む老人ホーム)に従事する医師がいなくなる恐れも、メディア等で指摘され

ている。 
一方米国ではオバマケアの浸透で、これまで医者に行かなかった人達が大挙して診療を受

ける事態となり、大規模な医師不足が話題になり出した。更にオバマケアは、メディケア

制度における在宅治療の提供者に支払われる料率を大幅に引き下げるため、日本の場合と

同様、関係者に大きな不安を引き起こしている。 
そこで今回改めて複雑で、政治色の強いオバマケアを通して、米国の医療保険制度とその

具体的事例・課題を、メディアの報道を中心に取り上げ検証・理解することで、今後の我

が国の医療事情改善の一助になればと考えた。何かの参考になれば幸いである。 
構成は、はじめに(概要)、オバマケアの骨子、企業(雇用主)の負担増対策、医薬品メーカー

等への課税とその対応、保険市場(エクスチャンジ)・保険会社、初期の欠陥と課題、メディ

ア報道の紹介、用語・制度の解説、参考情報等となっている。残念ながらオバマケアの内
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容は複雑で尚流動的であり、更にそれら情報・データ等の開示は充分ではなく、外部から

の実態掌握は困難な面が多い。 
○オバマケア(医療改革)の骨子 
 ①保険加入の義務付け(Individual Mandate) 
  大半の米国市民および合法的居住者は、民間保険であれ、公的プログラムであれ、何 

らかの保険に加入することが義務付けられる。加入しない場合は、ペナルティーが科 
せられる。 

 ②医療保険取引所(Health Insurance Exchange)の創設 
  民間保険を購入するための市場を創設し、個人及び中小企業が手ごろな価格で、また

自らの自由な選択を通じて、保険を購入出来るようにする。 
 ③低・中所得者を対象とする財政的支援の提供 
  医療保険取引所を通じて保険に加入する低・中所得者を、財政的に支援するための税

額控除、補助金を提供する。 
④公的医療扶助制度であるメディケイドの拡充 
 連邦の貧困レベル 133％(後に 138％に修正された)以下のすべての国民に 
受給資格が付与される。 

 ⑤民間保険の規制 
  病歴や健康状態によって、保険加入を拒絶したり、保険加入を打ち切ることを禁止す

る。 
 ⑥主な財源 
  財源は高額保険プランにたいする課税、メディケア社会保障税の引上げ、製薬産業、

民間保険業界に対する資金拠出の義務付けや医療機器に対する課税、メディケア予算

の削減などによって賄う。 
 ⑦その他 
  不法移民はメディケイド加入も医療保険取引所の利用も禁止される。 
 出所：天野拓著｢オバマの医療改革｣ 

○米企業の医療保険負担増と見直しの動き 

2015 年から保険制度改革法(オバマケア)
の一環で、医療保険を提供しなければな

らない従業員の範囲が拡大する。国民皆

保険制度がない米国で、社会保障の担い

手となってきた企業の医療費、保険料の

拡大が企業負担を強いている。対策とし

て対象者を限定したり、補助金を予め定

め、従業員が自ら保険に加入する仕組み

に切り替えようとする企業が増えてきた。 
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  出所：日経 2013/10/20        

これに関連して日経(2014/10/20)は次の事例を紹介している。 
 ＊物流大手 UPS； 
  労働組合に所属しない従業員の配偶者で、配偶者が自ら勤務先を通じて医療保険を調

達できる場合に限って対象から外す。この数年で医療保険コストが倍増した。米メデ

ィア報道によると、配偶者約 1 万 5000 人が UPS の保険から外れ、年間 6000 万ドル(約
59 億円)の費用削減になる。 

 ＊米ドラッグストア大手ウォルグリーン； 
  従業員全員に同一の医療保険を提供する仕組みを止めると発表。来年から約 16 万人の

従業員は同社から一定の補助金を受けた上で、民間の保険会社が運営する｢保険市場(エ
ックスチャンジ)｣を使って自分で保険を選ぶ。 

 ＊IBM； 
  来年から米国の退職者を対象に企業が提供する画一的な医療保険をやめる。退職者は

一定額の支給を受けて、好みの保険を選ぶ。 
 ＊拡大する企業負担； 
  医療や保健関連の有力な調査機関、カイザー・ファミリー財団によると、従業員 1 人

当りの医療保険額(家族持ちの場合)は、2013 年、年間 1 万 6351 ドル(約 160 万円)とな

った。うち従業員負担分が 4565 ドルで、残り 1 万 1786 ドルを企業が払う。 
  企業側の負担額は、2003 年に比べ 77％増、08 年と比較しても 21％増えている。 
 ＊パートも対象； 
  労働時間週 30 時間以上を正社員とみなし、その数が 50 人を越える企業は保険提供が

義務付けられる。15 年からは違反企業に罰金が科せられる。 
 ＊邦人の処遇 
  日米両政府は米国の医療保険制度改革法(オバマケア)の保険加入の義務付け措置を巡

り、米国の保険に加入していない日本企業の米国駐在員らへの罰則適用を免除する方

向で調整に入った。義務付けに違反しても罰金を科さないようにし、日本で加入する

医療保険との二重払いを避ける。 
 ▽医療保険市場((Health Insurance Exchange)： 
  2013 年 10 月から稼働を始めた州政府などが運営する公営市場がコンピュータ上の問

題もあり、出足が悪く問題化した。個人がオンライン上で保険料や適用範囲などを比

較し、自分の健康状態や予算に合った医療保険を選択出来る仕組みは、民間では既に

2004 年頃から人事コンサルタントのタワーズ・ワトソンなど幾つかの企業が運用を始

めている。2014 年 1 月から無保険者は罰金の対象になるため、政府の補助で手ごろな

価格の医療保険を提供するのがこの市場設立の目的である。 
  小規模事業者向けオンライン保険市場；｢SHOP｣ 
  前述の個人用エクスチャンジ(Exchange)に対しこちらは小規模事業者用に設けられた
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オンライン市場。2010 年のオバマケア成立当時に共和党が賛成した数少ない施策の一

つ。従業員 50 人未満の事業者が従業員向けの保険をオンラインで簡単に購入出来るよ

うにするのが狙い。小規模事業者は従業員への保険提供の義務はないが、同市場を通

じて従業員が加入すれば、税制優遇が認められる。 
  当初 10 月 1 日に合わせてスタートする予定だったが、準備が間に合わず 11 月末に先

送りされ、更に 1 年間の延長となった。 
○保険加入システムの欠陥と対応 
 2013 年 10 月からスタートした医療保険用公営市場(インターネット)だが、出だしから躓 

いた。利用者が予想を大幅に下回ったのだ。充分な準備日期間があり、最先端技術を誇 
る米国の IT 分野で何が起きたのか、単なる技術上の問題なのか多くの人々が首を傾げた 
であろう。 

オバマ大統領は 21 日、ホワイトハウスでの演説で、保険加入

システムに技術的な問題があることを認めた。早期の改善を約

束すると共に、一方で制度全体は問題がないと訴えた。ウェブ

サイトの動きが鈍く、これまで 2000 万件のアクセスがあった

が、加入しようとしても出来ない人がいることを認めた。 
こうした技術的不具合は 1 ヶ月後も続いている。米メディア

によると、10～11 月にオンンラインで加入をした人の 4 分の

1 がデータに何らかの誤りが発生した。オバマケア成立に 
出所：日経 2013/12/11         当初から反対してきた共和党のベイナード下院議長は政権の相 
次ぐ修正を受け、大統領を厳しく批判し、民主党と共和党間の大きな政治論争を一段と 
煽る形になってきた。 
米 CNN が実施した世論調査によると、現時点で議会選挙があった場合に民主党、共和党 
のどちらの候補に投票するかを聞いたところ、共和党が 49％で民主党の 47％をわずかに 
上回った。オバマケア成立直後の 2010 年の中間選挙ではオバマケア反対を掲げた共和党 
が圧勝したこともあり、民主党内にはオバマケアへの批判が高まれば 10 年の二の舞にな 
るとの危機感が広がりつつある(日経 2013/12/11)。 
オバマ・ケアに反対する共和党は制度設計に欠陥があるとして、政府の責任を追及する 
構えを見せている。そのため下院は近く責任者のセベリウス厚生長官を呼んで、長官の 
辞任を含めて責任を徹底追及する方針。 
大統領の掲げた世紀のプロジェクトが長官一人の責任でないことは明白だが、米国でも 
こうした責任の取り方が起こり得るのだ。結局彼女は本年 4 月 11 日、登録者数が 3 月末 
で 700 万人を越え、当初目標を達成した処で辞任、後任にシルビア・バーウェル行政管 
理予算局長が就任することになった。 
低調な出足 
オバマ政権は 2013 年 10 月 1 日から始まったオンラインで簡単に保険加入が出来る保険 
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市場｢エクスチャンジ｣について、11 月 2 日までに申し込んだ人数が、当初想定した約 50 
万人を大幅に下回る約 10 万 6000 人だった、と 11 月 13 日発表した。 
保険市場を使った保険加入者の内、州政府が運営する保険市場を経由したのは約 7 万 
9000 人、連邦政府が運営する保険市場を経由した加入者は約 2 万 7000 人だった。 
課題 
＊ウエブサイトの不具合が生じたのは連邦政府の運営する保険市場だった。 
＊中にはオバマケアの基準を満たさないとの理由で現行の保険契約を 10月以降に中止さ

せられた事例も相次いだ。オバマ大統領は、すでに保険に加入した人にオバマケア施

行の影響はないと訴えてきただけに、共和党などは公約違反との批判を強めている(日
経 2013/11/15)。 

○医療機器税の導入と欧米医療機器メーカー 
 ＊オバマケアの実施で保険加入者が増えれば恩恵を受ける筈と 2013年 1月に導入された

｢医療機器税｣だが、その後のオバマケアの実施は波乱含み。このままではメーカー負担

が増えるばかりと危機感を示す。この税は米国民に保険加入を義務付けるオバマケアの

導入コストの一部をカバーするため、米国内で販売される医療機器の売り上げに 2.3％の

課税を行うもの。米政府は 10 年間で約 290 億ドル(約 3 兆円)を見込んでいる。 
 米業界団体によると、6 月までの 6 ヶ月間にメーカーが納めた医療機器税は総額約 10 億

ドル。 
 ＊ロムニーケア(州の医療保険制度改革)；出所日経 2013/12/17 から 
  2007 年に施行された、州民への保険加入を義務付けるマサチューセッツ州の制度改革。 
  予防医療やプライマリーケア(初期治療)の取り組みが広がった結果として、同州の画像

診断装置の売り上げは減ったとされる。 
○保険会社、製薬会社 
 オバマケアはこれらの企業にもコストの一部負担を求めている。 
 ＊メディケア助成金をコントロールせよ：BBW(bloombergbusinessweek)2014/1/27 の

要約―ホワイト・ハウスはメディケア・アドバンテージ・コストで民間医療保険会社

と立ち向かう時― 
  医療保険会社が民間の医療保険を運営するに当たり政府からの支給金を確保するため

の運動を開始した。膨張し、非効率に陥った米国の医療保険制度を改善し、今回の医

療保険制度改革法の下で、保険を手ごろな値段で購入出来るよう望む者は誰でも、彼

等のこうした運動が失敗するよう願はなければならなり。 
  問題のプログラムとは、医療保険の恩典を支給するに当たり民間の保険会社に支払う

メディケア・アドバンテージ(Medicare Advantage、下記の注記事項参照)である。 
このプログラムは 1982 年に合理的な前提で始まった：民間の保険会社が連邦政府より

安く運営すれば、納税者と加入者の双方が得をする仕組み。ところが不幸にして議会

は結局、料率を引き上げようとする保険会社の圧力に屈してしまった。その結果 2009
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年までに加入者一人当たりのメディケア・アドバンテージの支払いは、旧来の医療保

険に比べ 14％上昇した。 
今回の医療制度改革法はこれらの助成金を削減することを意図したもので、2012 年か

ら始まり、時間を掛け徐々にメディケア・アドバンテージ支出を粗通常の経費並みに

して、10 年間に想定 1360 億ドル節約するものであった。現在保険各社は、さもない

と歯や目の治療の様な補完的恩典の何がしかを失う恐れが出ると警告しながら、現行

の政府による支払いをキープするよう大々的キャンペインを行っている。それはメデ

ィケア・アドバンテージ・プランを一層魅力的にするものだが、その一方で納税者負

担増に繋がることにもなる。 
メディケア・アドバンテージ・プログラムはそもそも節約を意図したものだった；そ

れが従来型より高くなっている。これらの想定外支出の取り戻しによる膨大な節約が、

今オバマケアで拡大する医療保険の支出(それにより医療保険会社が恩恵を受けること

になる)で求められている。保険会社は、政府がオバマケアの不手際なスタートもあり、

特に今年が中間選挙の年であることから、これ以上の難問の出現を望んでいない、と

計算したことであろう。しかし連邦政府はこれまで以上に、例え政治上の犠牲を払っ

ても医療保険分野で少しでも倹約が必要なのだ。もし政府がこの戦いは行うに値しな

いと決めれば、将来の行政府は医療保険の更なる削減を行うに当たりよりハードな事

態に遭遇することになろう―削減には共和・民主両党の合意が必要である 
筆者補足説明 
＊メディケア(Medicare)：内容は A, B, C, D の 4 ランクのプランで構成される。 
主たる受給資格者とは①65歳以上の米国市民或いは合法的永住者②24か月以上社会

保障身体障害保険を受給した 65歳未満の障害者③末期の腎臓病患者等に該当する人。 
 1965 年成立のプラン；オリジナル・プラン 
 ▽A；病院サービスが対象。社会保障税が財源の強制加入保険で、入院医療、看護施

設医療、一部在宅医療、ホスピス医療など。支払い額は 2529 億ドル(2011 年)。 
B；医師サービスが対象。財源は加入者の保険料と連邦政府の一般歳入で、加入は

任意。支払い額は 2217 億ドル(同上)。 
但し、A 加入者の殆どが B にも加入している。 

   2003 年のプラン C 創設；1997 年の財政均衡法(Balanced Budget Act)の結果新たに

C が加えられた。これは民営化の産物であり、従来の出来高払い型プランに加えて、

加入者が様々なタイプの民間保険プランから受給を選択出来るもので、メディケ

ア＋チョイス・プランと言われた。その後 2003 年の改正法でメディケア・アドバ

ンテージ・プランと呼称が変更になった。2012 年時点で、加入者は約 1310 万人、

メディケアから同プランへの支払額は 2013 年で約 1400 億ドルと推定され、メデ

ィケア全体の支出の 22％を占める。 
   2003 年のプラン D:  
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    2003 年のメディケア処方箋薬改善近代化法(Medicare Prescription Drug, 
Improvement and Modernization Act: MMA)の成立で、外来処方薬費用をカバー

するプラン D が加わった。従来は受給者が病院や看護施設に入院している時は、

処方薬費用に対しては保険給付が認められているが、外来の処方薬費用は対象外

であった。 

  ＊メディケイド(Medicaid)： 
   1965 年に創設された主として低所得者を対象にした医療扶助制度である。受給資格 

は原則低所得者世帯の児童とその親。加入者は 2010 年時点で約 5084 万人(16.5％) 
に上る。 
実施主体は、メディケアの連邦政府の場合と異なり、州政府。各州は独自に規則を 
設定し運営出来る。ただし連邦政府はメディケイドが保障しなければならないサー 
ビスとして以下の基本ラインを定めている①病院入院サービス②病院外来サービ 
ス③妊婦に関連したサービス④児童に対するワクチン⑤医師サービス⑥21 歳以上の 
個人に対す看護施設サービス⑦家族計画サービス及び用品⑧地方へのヘルス・クリ 
ニックサービス⑨熟練看護サービスの受給資格を持つ人間に対する在宅医療⑩臨床 
検査及びレントゲン検査サービス⑪小児科および家庭医ナース・プラクティショナ 
ーのサービス⑫看護助産師サービス⑬連邦政府に依って認可されたヘルス・センタ 
ーのサービス、外来サービス⑭21 歳未満の児童に対する EPSDT(early and periodic  
screening, diagnostic, and treatment)サービスなど。 

○病院を避け、医師に報酬を払う：BBW2014/2/17 の要約 
 ―オバマケアは医師に予防医療へのインセンティヴを与え、成功すれば病院は潰れる― 
 メディケア・コスト増を抑制するため、医療制度改革法は医師と病院に責任ある医療団 

体(Accountable Care Organization 或いは ACO と呼ぶグループ)の結成を奨励する。そ 

の考え方は医師、病院、ナーシング・ホームやその他サ―ビス提供者が合同してメディ 

ケア患者の面倒を看ることである。彼等は不必要な或いは余計な手続きを避け、予防 

医療と慢性疾患の患者に傾注して治療に当たることになる。これらの連合体は専ら患者

治療の足跡を追う医療記録の電子化に投資し、ソーシャル・ワーカーを雇い、患者が薬

を飲むことを確かめ、確認を怠らないようにする。メディケア請求額を引き下げるのと

引き換えに、ACO は節約分の一定割合をキープする。 

自主的プログラムが施行されて３年が経過、医療提供の 367 グループが全国で ACO を結

成した。彼等は 65 歳以上の米国人に適用される連邦医療保険プログラムで 530 万人のメ

ディケア患者に対して、つまり約8人に 1人の割合で責任を負っている。全米で11万 5000

人の医師が、何らかの意味でメディケア ACO に関係していることを、コンサルタント会

社リーヴィット・パートナーズのデータは示している。ACO を組成する医師達は一般にメ

ディケア患者用に新たに会社を創設するが、その多くは全ての治療をカバーするもので

はない。2012 年に設立され 137 社の ACO の内トップクラスが初年度 3億 8000 万ドルの節



8 
 

約を行った、と本年 1月 30 日メディケアは公表した。 

ACO はこうした節約の一部を、法律が想定しなかった手段で達成した；つまりグループか

ら病院を除外したのだ。このプログラムは、人々を健康な状態に置くため病院と医師を

提携させるよう設計されたものだが、ACO の半数以上は医師の治療に依るもので、病院を

完全に除外している。”或る人は、ACO を結成する人達が病院主導型システムで運営され

るものと考えていた”、とメディケア・メディケード・サービス・センターの副所長ジ

ョン・ブルムは語った。ところが”現実には全く逆のことが起きてしまった”。 

ACO を運営する人々は、経費のかかる病院での入院を避けることがコスト・ダウンを維持

する鍵だ、診療所や訪問診療で安く上がる、手術を要しない治療のケースは尚更だ、と

言う。”病院はロボットを使った手術、カテーテルを使った心臓手術、PET スキャン、MRI

などをやりたがる―いずれも高額なものばかりだ、とテキサスの Amarillo Legacy 

Medical ACO の CEO ウイリアム・ビギス氏は語る。 

○オバマケアのサプライズ―メディケア削減：BBW2014/3/10 の要約 

 ―政府が自宅で高齢者の面倒をみる給付金を削減、在宅医療の提供者が気絶― 

オバマケアの狙いの一つは高額の養護ホームや病院での治療に代わり高齢者の自宅介護

を奨励することで医療費負担を削減することである。 

在宅治療の提供者達の一部は昨年 11 月、法律が変更された結果、相当量の打撃を受ける

ことになると知り、驚いた：メディケア制が彼等に支払う料率が今後 4年間に 14％引き

下がる予定である。これは医療改革法の下での最大の下げ幅である。削減を公表するに

当たり、CMS は、料率低下はメディケアの支払いと在宅医療費をより適切に調整するもの

だ、と話した。 

事業者達は、メディケアは頻繁に支払いを調整するので、或る程度の削減は予測してい

たが、これほど大きなものとは考えなかった、としている。”我々は本当に吃驚してい

る”,と 12の大きな在宅医療会社を代表するロビーグループ、パートナーシップ・フォ

ー・クォリティー・ホーム・ヘルスケアーのエリック・バーガー氏は語る。彼は料率が

下がれば幾つかの事業者が廃業に追い込まれる、と語る。2ヶ月間の訪問医療に対するメ

ディケアからの支払額は 2014 年に 2869 ドルとなる。これは昨年に比べ 81 ドルの減小。

高齢者の擁護者達は減額が患者の支援に必要な資金不足を意味する、と心配する。ASRP

はメディケアに対し削減を再考し、高齢者に”彼等が必要とする在宅医療へのアクセス

を確かなものにする”よう要請した、とグループのロビーイスト、ロンダ・リチャード

さんは語った。彼女は在宅医療患者が、その他のメディケア人口に比べ一層高齢で、病

気が重く、より貧困だ、と強調する。 

オバマ政権は、業界は立派な仕事を行う、と話す。2012 年メディケアは 180 億ドル以上

支出した。看護士、治療専門家、治療スタッフが凡そ 350 万人の病気が重過ぎて或いは

虚弱過ぎて外出の出来ない米国人宅に派遣された。彼等はリハビリを施したり、薬物治

療を手助けしたり、手術後の経過観察を行う。過去 15年間概ね、在宅医療はブームであ
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った。議会にアドバイスを行った MedPAC のデータによると、2004 年～12年の間に、在

宅医療を行う事業者数は 57％増加、12,215 社となった。その多くが、”経費を遥かに上

回って診療報酬を受けた”収益力のある会社である、と昨年の報告書でメディケア・パ

ネルは結論付けた。事業者は年俸平均で 6万 5000 ドルを稼ぐ看護士のような熟練の専門

家や身の回りの世話をするような低賃金の労働者を雇用している。 

在宅サービス向けのメディケア支出は 2010 年以降変化していない。在宅医療産業は 2013

年、毎月平均 4500 人の雇用増となったが、労働省のデータによると、12月 1 年強ぶりに

初めてとなる 3000 人の減少を記録した。 

○オバマケア；何故選択肢は非常に限定されるのか？By John Tozzi―BBW2013/12/23 の要約 

 医療改革法(Affordable Care Act)の起草者達は、購買者に数多くの保険会社が選択肢を 

 

提供する活発な市場(取引所)を描いていた。ところが現在までのところ、競争は限定さ 

れたまま：40%のアメリカ人が 3社以下の保険会社がオバマケア保険を販売する地方に住 

み、彼等を保険プランの選択時にネットを使わない保険会社に置き去りにしている。 

○オバマケアを掌握すること―BBW2013/4/8 の要約 

 ―企業は尚この法規がどんな影響を及ぼすのか理解しかねている。正しく理解しておか

ないと、驚きのペナルティーが科せられる事態も― 

 ノースカロライナで小さな会社を経営するアンドリュウ・マトローニ氏は 15人の従業員

のために保険プランを購入すべきか、それとも保険制度改革法の下で罰金を払うべきか

考えがまとまらなかった。チャロット市商工会議所が主催した 3月 28 日の討論会で、彼

は事情が分かりほっとした。”会場では多くの噂が出た”、と彼は言う。”最大のもの

は：全ての事業者は保険を購入しなければならない、さもないと罰金が科せられる。そ

れは誰にとっても恐怖だ、と私は思う”。 

 オバマケアが法律となり 3 年が経ち、史上最大の改革が施行される 9 ヶ月弱を前に、多

くの企業人が尚当該法規の基本要素を掌握していない。”彼等はどの企業が罰金を払わ

なければならないのか、そしてその場合の税額は幾らになるのか全く分かっていない “、
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とニューヨーク市の保険仲介業者、フレンケル・ベニフィッツの COO、クレイグ・ハスデ

ィは言う。2014 年初頭に保険を従業員に提供しない会社は 1従業員当たり 2000 ドルまで

の罰金を科せられる。この命令は、週 30 時間以上働く従業員 50名以上の会社にだけ適

用される。このことは 96%の企業は免除されることを意味する。しかしオンライン保険市

場の EHealth が最近行った 259 社の調査によると、50名未満の従業員を有する事業主の

過半数は、この指令は彼等にも適用される、と信じている。 

大企業も又罰金に関して関心を寄せている。指令に従った企業でも、彼等が提供する保

険プランがその所得の 9.5%以上を従業員に負担させるようにするか、若しくはその保険

が医療費の少なくとも 60%をカバーしなければ、罰金が科せられる。”これを正しく行わ

ないと、驚きの罰金が科せられる”。そして幾つかの会社が潜在的に数千万ドルの負荷

を負っている、と人事関連企業、ADP の戦略顧問担当副社長、ディビッド・マリニは話す。

これはしばしば貧弱な保険カバーしか提供しないレストラン、小売チエン店のような低

賃金従業員を抱える大企業にとり現実的関心事である。しかしフレンケエルのハスディ

氏はこうも言う、自分は法律事務所の様な豊富な恩典を提供する顧客とも話をする、し

かし彼等もその保険プランが検査をパスするか否か分からないのだ。”誰もが最後には、

罰金を払わなければならないと考えている、と彼は話す。 

多くの事業主は昨年最高裁が当該法規を廃案にすべきか否か審議し、ミット・ロムニー

氏がもし自分が大統領になったら、廃案にすることを誓うと言った時、これに同調した。

攻撃的宣伝広告も混乱を巻き起こした。2010 年と 2012 年の選挙で、米商工会議所は、医

療改革が”小規模事業者を何十億ドルもの罰金で壊滅させ”更に”全米で職を奪うと”

と宣伝した。最高裁が法律を支持した後、フロリダ州の共和党知事、リック・スコット

は、フォックス・ニュースに、この法律は過去最大の雇用略奪者だと語り、自分の州に

ある従業員 20人の会社が、保険のカバーが出来ないため、事業を打ち切ることになると

述べた。スコット知事は、コメントの求めには応じなかったが、オバマケアのある個所

に関して彼の立場を変え、当該法規が求めている様に、今年フロリダ州のメディケイド

を拡充することに同意した。 

“経営者間にある誤った情報の深さ”は、重大である、と従業員 50人以上の会社が今秋

始まる医療保険プランを購入出来る、州の保険取引所、カバード・カリフォルニアの販

売・マーケティング担当役員、ミカエル・ライヤンは話す。 

○回復の兆候は不透明―オバマケアのよいニュース、悪いニュース―The 

Economist2013/12/14 の要約 

 オバマ大統領の医療保険取引所が開設して 2カ月、一定の機能は果たしている様に見え

る。12 月 11 日厚生省の高官は約 365 万人が 10月、11月に取引所を通して医療保険を選

択した、と語った。これは飛躍的増加である。10月は 10 万 6185 人が医療保険プランを

選択したが、その内僅か 26,794 人がトラブルに見舞われた連邦政府所管の取引所で申し

込んだ。10 月、11月の累計では、結局 13 万 7204 人が連邦取引所を利用した。 
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 加入者は恐らく今月は急増するだろう。関係者は 12月 1日まで、36 州の購買ウエブサイ

ト”Healthcare.gov.”の迅速な改善に大変苦労した。来年 1月に保険が有効となるよう

希望する購買者は 12 月 23 日までに保険を購入しなければならない。 

 しかし依然として幾つかの重要な数値が明らかにされていない。報告者はどの程度の保

険加入者が若者なのか、何も述べていない。これは重要なことだ。何故ならオバマケア

のベースは病人に補助金を支給するため、若くて、健康な人々に依存しているからであ

る。報告者はどの程度の人が保険プランを選択したかを説明しているが、何件の加入申

込書が成功裡に保険会社に転送されたかを記述していない。この過程を経なければ、保

険プランを選択した 36万 4682 人のうち、何人が実際に保険適用を受けるのか定かでな

いのだ。 

 しかしこれらの数字は二つの興味深い傾向を明らかにしている。先ず取引所経由の保険

有資格者と思われる 230 万人のうち、僅か 41%が、補助金有資格者であること。議会予算

局は補助金を受ける保険購買者が初年度、取引所経由の加入者の 86%を占める、と想定し

ていた。 

 2番目は230万人の有資格購買者の内190万人はこれから保険プランを選択しなければな

らない。多くの人が紛れもなくソフトウエア―の不具合で邪魔されてしまった。或る人

は提供される保険が気に入らないかもしれないし、或いはまだ決めかねているかもしれ

ない。取引所で売られている多くの保険プランは高い雇用者負担と控除免責金額 (自分

の保険が利く前に患者が支払う金)が付いている。また多くの保険は医師や病院の選択が

大変限定的だ。 

 オバマケアはただ単にこれを保証しただけのもの。保険会社は数々のルールを満たさな

ければならない。例えば医療保険プランは一連の”基本的医療特典”をカバーし、患者

に決められた額以上を請求してはならない。これら保険は”ブロンズのアクチュアリ・

ヴァリュー”(つまり、保険は平均的患者医療費の 60%をカバーすることを意味する)を有

しなければならない、因みにシルバーは 70%、ゴールドは 80%、そしてプラチナは 90%で

ある。 

 これらの基準は保険プランの比較を容易にする。しかし同時にそれはまた保険会社に彼

等の保険商品の差別化の余地を限定することになる。保険会社希望販売価格に競争力を

付けるため、保険会社は患者の行う診療所の選択を制限することでコストを一層下げる

ことが出来る。彼等はまた控除免責金額と雇用者負担金をいろいろ変えることによって、

競争が出来る。 

 高額な控除免責金額には若干のメリットがある。若くて健康な人は医療費負担が少ない

と思われるので、もし保険料が低ければ(それは、控除免責金額が高いことを意味する)

彼等は保険契約に大抵署名する筈である。しかし貧乏で、病弱なアメリカ人は高い控除

免責金は負担だ、と考える。オバマケアは現金払いを制限する。しかしコンサルタント

会社、Avalere Health によると、年 23,000 ドルを稼ぐ慢性疾患の患者は錠剤を手にする
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前に現金で 5200 ドル支払う必要がある。いつの日か、これが民主党に取引所ルールを再

考するよう促すことになろう。今は只、彼等は若者が保険契約書に署名することを願わ

なければならない。 

○医療改革：若者、有資格、無関心―the Economist(2014/1/18)の要約 

 ―今月は無保険者が医療保険を手にする月、と思われていたのだが、尚不十分― 

 テキサス州ウェーコの 63 歳になるメリー・タフトさんは 10 年以上も医療保険に加入し

ていなかった。彼女は在宅医療の従事者として老齢者に付き添い、年間 2万 2000 ドルを

稼いでいるので、彼女は自身の保険加入が認められなかった。オバマケアの助成金のお

陰で、現在彼女は医療保険加入の適格者である。彼女は 1月 1日から始まった保険に、

毎月僅か 64 ドル支払う。"この日を待ち焦がれていた”、と彼女は話す。33歳になる息

子はサンドイッチ店で働き年収凡そ 1万 2000 ドル、彼も同様に医療保険に加入し、母親

より少ない、たったの 20ドルを払う。 

 これはタフト家にとり大変なニュースである。オバマケア(Affordable Care Act)は彼等

に有形な恩恵を齎した。オバマケアが米国の無保険者を救済し始めたが、しかし米国の

医療制度改革法の長期的成功は不確実のままだ。1月 13 日、厚生長官カサリーン・セベ

リウスは、10月～12 月末までに凡そ 220 万人がオバマケアの取引所(個人が民間の保険

を購入出来るウエッブ・サイト)で保険に加入した、と発表した。その僅か 4分の 1が 18

歳から 34歳までの人々だった。半数以上は 45 歳から 64歳、3分の 1が 55 歳以上となっ

た。 

 これは大変な問題だ。当該法規の存続はタフト婦人の様な人々をより少なく、彼女の息

子の様な人々をより多く加入させることに依存している。医者に滅多に診て貰わない若

くて、健康な加入者からの保険会社の収入が、より高齢で、より重い患者をカバーする

支出を埋め合わせると考えられている。(ここで言う“より高齢”とは、55歳から 64歳

まで：65歳以上はオバマケアを必要としない、つまり、彼等は高齢者用の納税者拠出金

プログラム、メディケアの有資格者である)。 

 心配は、もし若者達がオバマケアに署名しないと、保険業者は料金を上げることになり、

それが将来、保険購入を益々躊躇させることになる。民主党は、新しい加入状況の数字

はオバマケアが産みの苦しみの期間を通過中であることを示すもの、と話す。共和党は、

反対に新たな数字は全ての試みが失敗に終わることを示している、と反論する。どちら

の言い分が正しいか判断するには、時期尚早である。 

 オバマケアは複雑だが、しかしその核心的目的は、無保険者、特に病人、貧困者など、

何百万人もの人々に保険を拡大することである。2012 年には、4800 万人の米国人が無保

険者であった。1月以前は、保険会社は病人に対する保険適用を否認したり、過剰金を課

すことが出来た。オバマケアはそうした慣習を禁止した。そこで、経費のかかる患者を

多く持つ保険会社を破綻させないよう、オバマケアは、全てのアメリカ人に対し保険を

取得するか、さもなければ罰金を科すことでリスクの許容量を拡大しようとしている。 
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 保険を購入出来ない人を支援するため、オバマケアは貧しい人々のための公的医療プロ

グラムであるメディケイドを拡充する。更に年俸 1 万 1500 ドルから 4 万 6000 ドルの所

得者が新設されたオンライン取引所で保険を購入する支援のため補助金を支給する。こ

れら条項はすべて 1月 1日に実施されることになっていた。 

 ところがそれが計画通りに行かなかった。半分の州だけがメディケイドを拡充した。医

療保険取引所の打ち上げはヒンデンブルグ(筆者注；ドイツの大型飛行船、1937 年炎上)

の旅行を潔いものとした。オバマ大統領は、自分達の保険が好きな米国人はそれをキー

プ出来る、と約束したが、彼等の多くは実際にはそうしなかった。彼等の安くて、貧弱

な保険プランは、保証範囲に対するオバマケアの厳しい規定を満たすものではなかった

のだ―ルールが書かれて以来オバマ政権はそのことを認識していたように。 

200 万人以上の人達がこれまでにオバマケア経由で民

間の保険に加入した。この内 5分の 4 が補助金受給資

格を持つ。しかしどれだけの人が保険料を払ったのか

は定かでない。どれだけの人が新規に加入したのか

(タフト家の様に)、どれだけの人が自主的に保険プラ

ンを変更したのか(新規のオプションが気に入ったの

で)、更にまたどれだけの人が、古い保険が取り消さ

れたので、変更を余儀なくされたのかなどは誰にも分

からない。新規加入者数は州により異なる。オバマケ

アを熱心に履行したニューヨーク州では15万7000人

がこの医療保険プランを選択した。この法律に熱心に反対してきた、人口が更に 3 分の 1

も多いテキサス州では、僅か 12 万人が加入しただけだ。ある市場では、他市場より一層

多くの若者達を引き付けている。首都ワシントンでは取引所で保険を選択した人の 43％

が 18歳から 34歳だった。ウエストヴァージニア州ではその割合は僅か 17％だった。加

入した若い米国人はその世代の平均より病気がちかもしれない：糖尿病を患う 30 歳の人

達は健康な同世代に比べ保険購入に、一層強いインセンティヴがある。しかし誰にも確

かなことは分からない。 

 オバマケアには、当該法規の導入後の早い年限中、保険会社が大きな損失を被ることが

出来るだけ起こらないようにするメカニズムがある。しかしその出だしの躓きが選挙民

を動揺させた。その為大統領は直ちに彼等を宥めにかかったが、それが却って事態を悪

化させたかもしれない。 

 例えば、厚生省幹部は、最近になって、古い保険が無効とされた購入者は 2014 年中の保

険購入を義務付けたオバマケアから免責される可能がある、と発表した。無効とされた

保険を持つ消費者は、単に保険は大雑把な意味で手頃な値段ではない、と言えばそれで

済むことになる。この抜け道は、健康な人々に更に保険購入を躊躇させることになる。 

 オバマケアは又引き続き後方業務の挑戦と向き合っている。36 州のために連邦政府が運
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営するウエッブサイト、Healthcare.gov.ではメディケイド・ファイルを州の機関に適切

に移転出来ない事態が起きている。これは、メディケイド加入に当たり、州がバラバラ

になった情報を掻き集めていることを意味する。数カ月に亘り、保険会社はこのことで

文句を言ってきた。政府関係者は、これらファイルはもう紛失することはない、と言う

が、しかしこのサイトは依然として保険業者に相当量の混乱したファイルを送りつけて

いる。 

 オバマ大統領と関係者は、今年の保険購入の期限である 4月前までに加入が飛躍的に増

加するものと期待している。厚生省は 2月の冬期オリンピック中に放映すべくオバマケ

アの広告に金を注ぎこんでいる。タフト婦人もボランティア―の一人として登録してい

る福祉活動グループ、エンロール・アメリカはそのスタッフを 30%増やした。 

 大部分のアメリカ人はオバマケアに関してこれを認めていない。共和党は 11月の中間選

挙中これを絶好の攻撃手段に利用しようと計画している。”オバマ大統領とランドロー

上院議員は、もし貴方が現在の保険が好みなら、オバマケアの下でそれを持ち続けるこ

とが出来る、と言った”、と共和党全米委員会の新たな宣伝は声を震わせて歌う。”彼

等は貴方達に完全に嘘を言った。”今月共和党はルイジアナ州のランドロー夫人を含む

12 人の攻撃を受け易い民主党議員に反抗する広告を流している。一方民主党はタフト夫

人の様な話しが、有権者をオバマケアは頼りになるものだ、と説得することを願ってい

る。米国の医療制度に於ける 50 年間最大の政策転換は尚進化の途上にある。 

○米下院補欠選挙の結果とオバマケア 

 3月11日フロリダ州で行われた補選で共和党候補のデービット・ジョリー氏が当選した。

彼は医療保険制度改革法(オバマケア)は、全国一律を目指すオバマケアが｢米国人の選択

肢を奪っている｣、と攻撃した。11 月の中間選挙を控え、共和党のオバマ批判が一段と深

まると見られる。選挙区となったセントピーターズバーグは、2012 年の大統領選でも共

和党と民主党が接戦を演じ、僅差でオバマ氏が制した。日経(2014/3/11)によると、事前

の世論調査でも共和、民主両党候補の支持は拮抗した。ロイター通信によると、選挙戦

では 500 万ドルを超える巨額な資金がテレビやラジオ広告に注ぎこまれた。 
 

Technical Terms etc.(順不同) 

AARP: (以前の正式名称 American Association of Retired Persons)、全米退職者協会  
Balanced Budget and Emergency Deficit Reduction Act (Gramm-Rudman-Hollings Act: 
 財政均衡法 
Department of Health and Human Services(HHS): 保健福祉(日本では厚生)省。長官は 
単に Health Secretary, 日本では一般に厚生長官と呼ぶ。 

Exchange(Health Insurance Exchange):取引所( 医療保険取引所) 
Medicare: 公的医療保険、前述の注記参照 
Medicare Advantage: 注記事項参照 
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Medicaid: 公的医療扶助、前述の注記参照  
Electronic health records:医療記録の電子化 
Children Health Insurance Program(CHIP):州児童医療保険プログラム。基本的にメディ

ケイドの受給資格を得る程貧困でない家庭の児童が対象。連邦政府が公的資金を助成し、

州政府に依る無保険者児童への医療サービス支援。メディケイドと同様、連邦・州両政

府の予算で、州政府に依り運営される。 
Center for Medicare and Medicaid Services(CMS); メディケア・メディケイド・サービ

ス・センター。CHIP では各州政府が CMS の監督下で独自の CHIP を運営する。 
Health Insurance Association of America(HIAA):全米医療保険協会。 
Copayment:自己負担分  
Coinsurance:定率自己負担額 
Fee- for -service:出来高払い制 
Private fee- for –service plan(PFFS):出来高払い型民間保険プラン 
Prescription Drug Plans(PDPs):独立処方薬プラン 
Medicare Advantage Prescription Drug(MA-PD):メディケア・アドバンテージ・処方薬プ

ラン 
MedPAC(the Medicare Payment Advisory Commission): メディケア診療報酬諮問委員

会 
Capitation:人頭払い制 
Heritage Foundation:ヘリテージ財団。共和党と関係の深いシンクタンク。オバマケアの｢パ

ブリック・オプション｣に反対論を唱える。 
Individual Mandate:保険加入の義務付け 
Massachusetts Model:マサチューセッツ州 医療制度改革モデル。州レベルで皆保険制度改

革が出現。その後の改革のモデルとなる。 
Insured and Uninsured: 医療保険加入者 & 無保険者  
Insurer: 保険会社/保険業者 
Essential Health Benefits: 必要不可欠な医療保険給付 
Primary Care:１次診療 
Obamacare(The Patient Protection and Affordable Care Act):  医療改革法  
Medigap(メディギャップ):メディケア受給者の補足的給付制度の一つ。民間保険プランに加

入することで、給付内容を付加したり、自己負担の軽減を計る。 
Universal Health Insurance System(Plan): 国民皆保険制度 
 
参考情報(補足) 
＊2010 年 3 月 23 日オバマ大統領が｢医療改革法｣(The Patient Protection and Affordable 

Care Act)に署名。米国初の｢国民皆保険制度｣の導入が決まった。 
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 注目点：①民間保険をベースにした現存の医療制度をベースに国民皆保険制度を目指す。 
公的医療保険の創設・拡張も議論されたが、見送られた。政府に依る強力なコスト抑制 
措置も盛りかまれなかった。②政治面の亀裂拡大；民主党対共和党(共和党からは 1 票も 
賛成票を得られず)、並びに民主党内のリベラル派対穏健派の対立激化。 

＊改革の成立過程と主な内容： 
 既存の(雇用者が提供している)民間保険中心の医療制度に依拠しつつ、無保険者を消滅し、

国民皆保険(に近い状況)を実現しようとするもの。従って保険プログラムも個人の選択で

あり、格差が生じる。その判断は個々人が決めることになり且つ保険プログラムの選択

でも地域差があるため、行き届いた、適切な選択が実際行われるのか、その成り行きも

注目される。全体の枠組みの中でメディケア・メディケイドとの調整をどう図るのかも

関心事だ。 
参考書 
＊天野拓 ｢オバマの医療改革｣ 勁草書房 2013 
＊山岸敬和 ｢アメリカ医療制度の政治史｣ 名大出版会 2014 
(了) 


