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中国医療事情の紹介と新年度に向けての雑感
南区支部

七 戸

真

小泉政権下における医療費削減の流れがその

んでいる。今後、後期高齢者医療においても

後の安部政権へ引き継がれ、自民党参院選大敗

「景気の良い地域はどんどん良く、景気の悪い

後に福田政権に至って、漸くこの流れが多少変

地域はどんどん悪く。」というように地域格差

化してきた様子がある。しかしながら、景気停

は、広がりをみせることが予測され、北海道後

滞及び借金漬けの日本が、今後抱える先行きの

期高齢者医療連合においても北海道の経済状況

問題は大きい。平成１
９年１
２月２
６日の日本経団連

によりその運営状況が左右されるであろう。

評議員会でのあいさつで福田首相は、「日本経

現在、アメリカのサブプライムローン問題の

済のパイを大きくしなければ分け前が少ない。

流れで経済状況は世界的に良いとは言えず、こ

経済を何とかして今の規模より大きくしていか

れからの日本経済の先行きも全く不透明であ

ないと、日本のこれからの社会が維持できな

る。その一方 、 中 国 に つ い て い え ば い ま や

い」と述べ、高齢化社会における社会保障費の

GDP世界第三位、毎年１
０パーセント余りの経

増加に対応するために経済成長が一段と必要に

済成長を続けており、今年８月の北京オリンピ

なるとの考えを強調した。また、同年１
２月２
７日

ック及び２
０
１
０年上海万博も控え、不景気とは無

の財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の西

縁の経済拡大が今後も見込まれている。本邦で

室泰三会長は、会合後の記者会見で２
０
０
８年度の

は１
９
６
４年に東京五輪、１
９
７
０年には６千万人を集

政府予算案について、一定の評価をする一方

めた大阪万博が開催されたが、その頃の活気に

「制度改正を先延ばしして、一時しのぎ的な施

あふれた日本と今の中国が良く似た状況にある

策があちこちに見えるのは極めて心配。」と苦

ことは周知の事実である。もちろん、上海バブ

言を呈し、医師への診療報酬引き上げについて

ル崩壊は近いとか、中国とはいえサブプライム

も「極めて残念」と不快感を示した。

ローン問題から逃れることは出来ず、大不況は

しかしながら、こういう現状から一転して景

避けられないといった見方はあるが私はおそら

気が浮揚し税収が激増すれば、あちらこちらの

くそうならないであろうと判断している。経済

予算増額に風当たりが弱くなり、結果的に医療

予測に、大きく触れることが本稿の主旨ではな

にも予算が回ってくることは誰もが当然の帰結

いので省くが、一つ挙げれば土地が全て国有で

として考えており、疑いを抱く人は少ない。現

あって、土地担保の概念からみると世界一の金

に本邦において地方を覗くと、財政の厳しい状

持ち国家であるという意見がある（土地使用者

況下にある夕張市の医療にみられる予算減とサ

はある意味、借地を利用することになるのであ

ービス縮小は、諸報道により周知の通りであ

る）。経済発展が続く中国で今の医療事情はど

る。逆に、地方でも景気の良いところである愛

うなっているのか。本当に「経済規模が拡大

知県などでは所得制限なしで、平成２
０年度から

し、景気が良くなる過程で単純に医療も良くな

小学校入学前までは通院及び入院医療費が無料

っていくのか」ということを考える材料とし

で、中学３年生までは入院にかかる医療費を無

て、少ない資料から中国の医療の現状を提示し

料にすることに決定。経費増加の年間予算２
３億

たい。

円を平成１
９年度の助成額５
６億円に上積みで見込

去年私が聞いた話だが、知人が中国に仕事の
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都合により赴任することとなり、それにあたっ

報告されている。もっとも、日本の場合はいわ

て職場の上司から現地の生活上のアドバイスを

ゆるモンスターペイシェントの側面があった

受けた。その際に、写真付きのパンフレットを

が、中国の事例はどうであろうか。以下一部を

みせられた。その中に赴任地近くの病院内を撮

挙げる。

った写真があり、看護婦さんがヘルメットをか

２
０
０
３年１
１月、最低気温が０度近いある日の早

ぶっている様子が写っていたと言う。知人が

朝に、上半身裸で濡れたズボンを穿いた男性が

「これは何ですか。」と上司に訪ねたら、「あ

上半身に布がかけられただけの状態で、病院ス

あ、中国の病院では病院のサービスに不満を持

タッフに捨てられていた。病院側は、交通事故

っている人が多くて、患者が病院職員に暴力を

に遭った身元不明の男性を捨てて、あとは救急

振るうことがあるから、危険防止のためじゃな

車で別の病院に運んでもらおうと目論でいたら

いの。」といわれたそうである。まさか中国の

しく、約１万円の治療費が未払いのままで、男

全病院で看護師が、ナースキャップの代わりに

性は凍死した。また、２
０
０
６年５月、脳挫傷で入

ヘルメットをかぶっているわけではないと思う

院していた当時５
３歳の男性は、医療費を２万元

が、聞いた私は驚き、中国の医療に少し関心を

滞納し、病院側は男性に支払能力がないと判

持つようになった。

断、家族も男性を引き取ろうとしなかったこと

中国ではここ数年「看病難」
「看病貴」という

から病院側は「仕方がなかったので」
、「男性の

言葉が注目されている。これは、医療を受ける

住所であろうと判断される場所」の道端に、裸

のが大変であるという意味合いである。それ

に白いシーツをかけられた姿で遺棄した。他の

は、整った病院も少なく、医療費が高いという

例では、病院ではなく父親が２
０万元の治療費を

２点が大きい。大病院は患者であふれ、名の通

請求されて払うことが出来ず、白血病の娘を病

った医者にかかるためには、少なからぬ金銭を

院に捨てていった事例などがみられる。

払ってダフ屋のような者を通して口を利いても

救急車の到着時間は、日本の平均６．
４分に対

らうこともあるらしい。去年のNHKスペシャ

し上海市内は平均１
２分（日経新聞、平成２
０年１

ル激流中国で、病人が家族から一人出れば生活

月７日）であるが、他のネット上の記事をみる

費や教育費を著しく圧迫するため、２
０
０mHgを

と日本人旅行者がバスの中で具合が悪くなり救

越える高血圧の中年女性が、家族が治療を受け

急車を呼んでくれるよう周囲に頼んだところ、

るよう涙ながらに勧めているにも拘らず、家の

それ以上に迅速対応が難しかったような内容で

事情を考慮して治療を拒否している痛々しい姿

あった。２
０
０
７年７月２
９日に発生した駐中国韓国

が流れたのを視た方も多いと思う。

公使である黄正一公使（５
２）の急死事件も波紋

２
０
０
６年の上海市の年間平均可処分所得は、一

を呼んだ事件として記憶に新しい。これは、公

人あたり約９，
０
０
０〜１
０，
０
０
０元（１元＝約１
５円）

使がサンドイッチを食べ腹痛を訴えたため、７

であるが、地方の農民や都市へ出稼ぎに来たい

月２
９日に北京市内の病院でリンゲルや抗生剤の

わゆる農民工などはこれよりも相当低くなる。

点滴を投与されたところ２
０分後に死亡したとさ

上海では、一人が一回の診察毎に支払う平均医

れる事件である。公使の心臓病説や医療ミス説

療費は５
０
０元前後に及ぶという。平成１
９年４月

などがささやかれたが、韓国側では対応を現地

２日の日経新聞で、広東省広州市内の病院に３

大使館レベルから「政府レベル」に格上げし、

週間ほど思い貧血で入院した６
８歳女性について

外交通商省内に作業チームを設置し、劉少賓・

一回一千元の輸血代や検査代、入院費用などで

駐韓中国大使代理に徹底調査と公正で科学的な

治療費が３万元に達し、「もうお金がない。退

報告を求めた。

院するしかない。」との話が紹介されている。

中国の医療保険制度は、建国初期には、都市

また、去年日本でも問題になった患者遺棄事件

部と農村を分離した制度であった。都市部では

においても、ネット上で中国の事例がいくつか

党幹部、公務員、大学生が対象者である「公費

!３
０"

札医通信 !４
８
７号 ２
０．
３．
２
０

医療」があり、経費は各都市の財政部から提供

人が１
０〜２
０％の負担が生じる。５千元〜１万元

された。しかし、利用者負担が無いため医療費

では個人が８〜１
８％の負担で、１万元を越えれ

は上昇し過ぎる結果を招いた。１
９
７
８年に全国の

ば個人が２〜５％を負担する。

公務員など従業員の医療費支出は３
８億元で、

この改革により、鎮江市では約９
５％を越える

１
９
９
５年には６
５
４億元に達し、年平均上昇率は

企業、個人が医療保険基金に参加し、この改革

１
９．
４％という高さであった。もう一つは「労働

の満足度は７
１．
３％に達したとの資料がある。医

保険医療」で、これの特徴は社会医療保険であ

療費の増加を抑え、病院サービスの質が向上し

り、対象者は国有企業の従業員と少数の集団企

たようである。

業の従業員である。経費は、企業の収入総額の

さらに、２
０
０
７年７月２
３日、温家宝首相は「都

一定比率を拠出する福利金であった。対象範囲

市住民基本医療保険の推進に関する国務院の指

は限られており、利用できない労働者もいた。

導的意見」を発表し、１
９
９
８年に始まった「都市

一方、農村部では１
９
４
０年頃から「合作医療制

労働者基本医療保険」の範囲を拡大して、都市

度」が始まった。性質は地域医療保険であり、

住民をカバーする保険制度の確立を目指すこと

全国に拡大し１
９
７
６年までには全国の８
５％生産大

を明らかにし、医療改革を大幅に推進すること

隊（現在は行政村）が合作医療制度を設立し

が期待されている。中国各地で試行が始まり、

た。経費は主に集団の公益金で、農民が一部を

中央政府の計画では、２
０
１
０年までに今回の都市

負担した。この制度は農民の健康の向上に対し

住民医療保険のカバー率を１
０
０％、新型農村合

て、積極的な作用を発揮し、世界から注目され

作医療は２
０
０
８年までに全農民をカバーすること

た。しかし、請負生産責任制度や人民公社の廃

を目標にしている。中国の医療改革は、「都市

止など経済体制の改革や衛生事業の発展に伴

労働者医療保険」
「新型農村合作医療」
「都市住民

い、問題点が露呈し、１
９
８
０年の初期にほぼ解体

基本医療保険」の三つによって完成を目指すよ

され、殆どの農民が無保険医療になってしまっ

うである。ただ、出稼ぎ農民の扱いは地域によ

た。

って異なり、この三つの保険のどれかに該当す

１
９
８
０年以降から、中国は医療保険制度につい

るとされるか、いずれにも該当しない無保険者

ていくつかの改革をした。第一の段階は１
９
９
２年

とされている。今回の試行については、地方に

度までの改革目標として医療費の上昇を抑える

任せる方向で検討されているという。

ことであった。内容は利用者の費用分担と病院

長い用語が錯綜している上、中国医療制度の

における医療費の抑制である。第二の段階は

流れを今一つはっきりさせられない文章になっ

１
９
９
８年に１
２月１
４日に「国務院から市、鎮の公務

たことは御容赦いただきたい。まとめると、ま

員に対する基本医療制度を建てる決定」を公布

だまだ改善過程にはあるが新興国らしい発展が

したことである。改革の内容は①医療保険基金

医療にも見られるといって良いと思われる。し

は企業主と個人が負担する。企業は総収入額の

かし、出稼ぎ農民など弱者にとって満足のいく

１
０％、個人は総収入額の１％を負担する。②社

医療の提供についての道のりは長く思われ、貧

会総括基金と個人の口座を作成する。企業が負

富や地方格差については本邦と変わることは無

担する１
０％のうち半分は社会総括基金に、他の

い。最近のネット情報では、WHOによると、

半分と個人の１％は個人の口座に振り込む。③

全世界の２割を越す人口を有する中国で、政府

利用者は利用時、まず個人の口座から支払い、

が保健衛生に投入する金額は世界全体の僅か

残額が無くなれば現金で払う。この現金払いが

２％である。中国の保健衛生に関する公平性

年収入の５％を越えれば社会総括基金から支払

は、世界で１
８
８位と下から４番目の位置にあ

う。ただ、この場合は個人も一部分の医療費を

る。２
０
０
４年の統計では医師数は１
５
２万９
６
７人、看

負担する。負担比率は医療費の増加に従って下

護師は１
３
０万７
８
１
４人であり、看護師より医師が

降する。医療費の個人年額５千元未満では、個

多く、看護師不足などというレベルではない。
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つまり予算規模も、人材も全く不足しているこ

ンビア大学教授のエドムンド・フェルプ氏の受

とは明らかである。

賞理由をネットで検索すると「財政出動や金融

また最近のある資料によると「重要なのは、

緩和で受容を喚起すれば失業を減らせるとして

医療機関を市場経済体制に組み込むこと。そう

いた、かつてのマクロ経済理論の限界を指摘

することで、人的資源の有効活用が出来るので

し、経済政策に強い影響を与えたことが評価さ

す。」と語る労働社会保障部の担当者もいるこ

れた。」というものである。さらに解説すれば

とから、映画「シッコ」にみられたアメリカ医

「王立科学アカデミーによると、６
０年代まで

療の市場経済の浸透による失敗を繰り返さない

は、インフレと失業は反比例した関係にあっ

かどうかの懸念も残る。現に中国最大の生命保

て、インフレにつながる財政出動や金融緩和の

険会社「中国人寿保険」
（市場シェアの約４〜５

手法で失業が減らせるとされていた。このた

割を占める）の株価は２
０
０
４年１月から現在まで

め、経済政策でインフレ抑制と失業減少のどち

の約４年間で７〜８倍になった。ネットでその

らをとるかが大きな課題となっていたが、フェ

値動きの月足チャート（株価の動きをあらわす

ルプ氏は個人や企業の行動から雇用の動きを分

棒グラフ状のもの）を見ると驚嘆すべき右肩上

析し、長期的には失業とインフレとは関係が無

がりであることが分かる。つまり、中国の医療

いことを示した。これによって財政出動による

ビジネスに相当の利潤が期待できるので、今後

雇用拡大策の限界を指摘。企業の求める人材と

アメリカのように本格的な医療保険会社が乱立

労働者の能力を適合させる構造改革の必要性を

することに加えて、アメリカのテネット社（米

見通し、現代の経済政策の礎を築いた。」とい

国第二位の病院チェーン）のように２
０
０
０年１
０月

うものである。

から２年ほどで株価が倍になるような医療関連

確かに、日本では新しい経済学の知識が豊富

型企業が出てくる可能性がある。これらの企業

な竹中平蔵氏が、構造改革を行っていたときこ

団体が一度既得権益を握ると後の結果はいわず

そ少し景気が持ち直した。だが、中学生が歴史

もがなである。こうした国内状況下で、中国の

で習う１
９
３
０年代アメリカのニューディール政策

貯蓄率はGDP比６割に及ぶ高率であり、国民

の成功から概念が進歩していないような、建設

は公的制度の先行きに安堵を覚えず自己防衛に

族及び道路族の議員の巻き返しにあって構造改

励んでいる様子である。実際、中国国民の医療

革は停滞し、再び景気は下降気味である。先進

支出は消費支出の第３位を占めるほどの高負担

国の中でも日本の対GDP公共事業費は（参考

である。

文献、医療立国論に掲載のOECDデータ）、米

結論として、経済隆盛の過程においても弱者

（２．
５％ ）、 英 （１．
７
５％ ）、 仏 （３．
２％ ）、 独

が手厚い医療の恩恵を公的に受けることは、至

（１．
４％）と比べて断トツの３．
５〜４％である。

難の業であることが言えると思う。日本の医療

１
０
０年に一度の洪水や、恣意的なアセスメント

の場合は、アメリカのように市場経済が浸透す

による工業用水や飲料水を想定したダムや地方

るには至っていないが、先進国の中では公共事

起爆剤を理由にした道路や作り等が未だ止ま

業に多大な国家予算を振り分けてきたために、

ず、道路特定財源の一般財源化も進行がみられ

間接的に医療福祉関連予算削減の被害を社会的

ない。

弱者が今後も受けつづけることが予測される。

ただ、小泉政権下では構造改革と共に聖域な

ちなみに、中国事情に明るい某著明投資家によ

き予算削減が行われ、医療までもがその対象に

れば「中国は北京オリンピックと上海万博の後

なったことは、大いなる間違いであった。その

に、大型公共事業がめじろ押しになる。」と予

一つが、老人や障がい者を療養病床から追い出

想しているので、今後中国も同じ轍を踏む可能

すことであったが、福祉や医療事情が悪くなる

性がある。

と、稼働者が家庭内介護に労力を費やすことに

２
０
０
６年のノーベル経済学賞を受賞した米コロ

よるマイナス経済効果が出て、国内経済にむし

!３
２"
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ろ悪い影響がでることは当事者の声から容易に

けた強制徴収金を、病院経営者が拝領する形で

想像できたはずである。高齢化社会において求

成立しているのである。気まぐれで予想不能な

められる仕事は、大型土木工事ではなく主に介

市場の動きと違って、行政は高い保険点数とい

護や福祉であり、そこで働く人材である。もち

う撒き餌で、病院経営者を意のままに誘導し、

ろん、療養病床もそこで重要な役割を果たして

その結果医療従事者や患者がどこへ向かったの

きた。これらが充実すれば、国民も心から国の

かの統計資料も全部知りうる立場にいる。それ

豊かさを実感できることは明らかである。しか

でありながら、突然「療養病床は、医療必要度

るに、我が国ではその従事者への報酬はあまり

の高い患者に利用を限定します。老人保健施設

に安く抑えられている。対策として、フィリピ

に変えなさい。看護基準も引き上げます。」な

ンなどアジアから看護師等の労働者を呼び込む

どとハシゴをはずされて病院が倒産しても、な

だけで済む問題ではないであろう。

んら政府から直接謝罪や弁済が行われるわけで

この流れは、どこに責任を求めればよいので

はない。つまり、受益者から費用を強制徴収し

あろうか。療養病床向けに病院改築をしたとこ

ておきながら責任を取らないトップが、医師と

ろ厚生労働省の療養病床再編のあおりを受け

いう半公務員のごとき労働者に責任転嫁をして

て、赤字で運営の目処がたたず空床のまま施設

いるのが日本の医療である。

を放置せざる得なかったある病院長の嘆きが、

こうしたニオイが出てくることを見通して

去年あるテレビ番組で報道されていた。「我々

か、１
９
５
０年代から６
０年代にかけての武見太郎会

は、２
０年を想定して資本投入したが方針がすぐ

長の時代は、保険医総辞退などのストライキ戦

変わる医療行政の被害に遭ってしまった。」と

術にでたこともあった。それに対して、国もそ

語っていたものである。こういう話を聞くと、

れなりに点数引き上げなどの理解と譲歩を示し

去年の新聞報道で舛添厚労相は「二十年、三十

てきたことで、人事院勧告のごとき効果がで

年先を見据えた、日本の医療の長期ビジョンを

て、医療者も過激な実力行使に至らず収まって

つくるため研究会を設置したい。」と語ったの

きた経緯がある。当時の武見日医で医療政策の

も当然の流れといえる。事実、厚労省は、平成

基本路線は以下の四点にまとめることができ

２
０年１月７日に省内で、「安心と希望の医療確

た。①地域医療の促進、②制限診療の撤廃、③

保ビジョン会議」の初会合を開いた。これは医

医師の主体性の尊重、④診療報酬の引き上げで

師確保、病院再編、在宅医療の推進、混合診療

ある。これらは、４
０年以上の時を経てもなんら

といった医療を巡る諸課題に対応するため、１
０

退色せず、現在の問題をそのまま具現化してい

〜２
０年後を見据えた長期的ビジョンを策定する

る。そして、これからも何らかの戦術で現在の

ために設置されたものである。会議の名称は立

日医が戦術を生み出さなければ、事態が好転し

派だが、結果的に医療関係予算の削減に協賛す

ないのも同じである。ただ、戦術としては、保

るような答申がなされないかどうかは、今後注

険医総辞退はさすがに難しいし、逆に懐柔策と

視していく必要がある。

しての組織票集めや政治献金なども最近の結果

トヨタやキヤノンなど一流企業といえど、市

や世情をみると肯定できるものではない。

場拡大を予測して製造設備に過大投資をしたも

そこで、一つの案として行政訴訟などはどう

のの、在庫の山を生み設備停止の失敗に終われ

であろうか。医療行政の方針に沿って懸命に努

ば、それは市場の見通しを誤った企業トップ経

力してきた病院の倒産などに対して、政府や厚

営陣の責任と言えよう。しかし、病院は企業と

労省が無責任な態度を取り続けてきたことを裁

違って、自由な自己裁量によるビジネスで利益

判所はどう判断するのか誠に興味深い。法の判

を得ているわけではなく、保険点数配分など行

断の裏づけ無くしては、官僚の「在任期間中の

政の営業方針と医師法に従わされている。そし

事なかれ主義」を越えて継続する責任体質は生

て報酬は、保険料や税金という国民の負託を受

まれないのではないか。ただ、医療とは関係な
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いが「ドミニカ共和国移住問題」など、明らか

なども推進と反対でほぼ半数に割れていること

にひどい失策と思われるものでさえ、国に責任

から、あながち私利私欲のために医師会が地元

を認めさせ何らかの保証を得ることは多大な時

発展の阻害をしているという話にはならないは

間を要し「労多くして、益少なし。」との厳し

ずである。与党も、うるさい団体には譲歩案を

い現実がある。

出して、懐柔しようと言う気になるものではな

もう一つは、医療に予算をつけるよう与党に

いだろうか。

要求するばかりではなく、予算の付き過ぎてい

以上、中国医療事情から浅知恵の私見まで述

る公共工事などに医師会が反対圧力をかけるこ

べたが、諸先生の参考になるところあらば幸い

とである。もちろん、積極的にやると軋轢を生

である。

みすぎるため、あくまでスタンスを取るだけの

本文中、関連ネットホームページ及び、テレ

レベルで構わないと思う。考えてみれば、野党

ビや新聞報道、石川看護雑誌Vol．
２、２
０
０
５「中

は自らの政策実現のための財源に話が及ぶと、

国の医療保険制度と養老保険制度の紹介」、岩

「防衛費を削減せよ」とか「大企業や金持ち優

波新書

結城康博著「医療の値段」、日刊工業

遇の税制をやめろ」などと叫んできたし、家庭

新聞社

大村昭人著「医療立国論」などを参考

においても家計が苦しくなると「亭主の小遣い

等させていただきました。深謝いたします。

を削れ」という圧力が女房よりかかる。新聞の
世論調査でダムはいうに及ばず、北海道新幹線

（ときわ病院）

