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概要

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の目標は、全ての人々が質の
高い医療サービスを受けられることを保証し、公衆衛生上の危険から全ての
人々を保護し、本人や家族が病気になった際に医療費の自己負担額や所得喪
失による貧困化から全ての人々を保護することである。ブラジル、フランス、
日本、タイ、トルコなど、UHCを達成している各国は、UHCが国民の健康
および福祉の向上に不可欠なメカニズムとして機能し、またそれが、公平性
と持続可能性という原則に根ざした経済成長や競争力の基盤となることを実
証している。支払い可能な価格で質の高い公的医療サービスへのアクセスを
全国くまなく保証することは、世界の貧困層の大部分が暮らす低中所得国に
おける極度の貧困を 2030 年までに終わらせ、共に繁栄していく上で重要な
原動力になると考えられる。
UHCに関する日本・世界銀行共同研究プログラムでは、地理的・経済的

条件の多様性を確保するため、低・中・高所得グループから 11カ国（表 0.1
に記載）が選定された。これらの国はいずれも、国の優先目標としてUHC
に取り組んでいるが、アプローチはそれぞれ異なり、UHCの達成または維持
のレベルも異なる。
国によっては公的および民間の医療機関から医療サービスを購入する医療

保険制度によってUHCの達成を目指している一方で、バングラデシュ、ブ
ラジル、エチオピアなどの国は、公的機関が直接医療サービスを提供する制
度を通して、国民の医療サービスへのアクセス向上に取り組んでいる。グルー
プ 1の国はUHC達成に向けて国の政策目標を設定している段階にある。グ
ループ 2の国はUHC達成に向けてかなりの進捗が見られるが、カバー範囲
に依然として大きなギャップがある。グループ 3の国はおおむねUHC政策
目標を最近達成したが、UHCがカバーする医療サービスの範囲をさらに広げ、
持続可能な制度とする上で新たな課題に直面している。グループ 4の国は成
熟した保健医療システムとUHC制度を備えているが、人口動態と経済状態
の変化に応じて国の政策を調整することが求められている。
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主要政策メッセージ

研究対象国の 11 カ国はいずれもUHCの目標達成に最大限の努力を投じ
ており、自国の経験を調査して他国と共有する意志を持っている。各国の保
健医療システムは独自の歴史を持ち、それぞれの課題に直面しているものの、
各国の経験は、UHCの各段階で共通に見られる課題や好機について貴重な洞
察を与えると思われる。本研究の結果、以下のような主要な政策メッセージ
が明らかになった。
・	UHCを達成し維持するためには、国と地方における強力なリーダーシッ
プと長期的なコミットメントが必要である。UHCの目標を見失うことな
く、さまざまな利益集団との間で政治的妥協点を探ることができ、幅広
い層から社会的支持を動員し維持する能力を備えた、適応力と強靭さを
伴ったリーダーシップが必要とされる。

表 0.1 　UHC研究の対象となった11カ国
特性 グループ 1 グループ 2 グループ 3 グループ 4

UHC 政策 
およびプログ
ラムの状態

目標を設定し、新しい
プログラムを試験的に
導入し、新しい制度が
策定される段階

新規のプログラムおよ
び制度が整備され、導
入に向けた取り組みが
進められている。カ
バー範囲を対象外だっ
た人々へも広げるため、
さらに制度を発展させ、
能力を構築していくこ
とが必要な段階

強力な政治的リーダー
シップと国民からの要
請によって、UHC に対
する新たな投資と UHC
政策の改革が進められ
ており、新たな要請に
応えるための制度とプ
ログラムを開発してい
る段階

成熟した制度とプログ
ラムを有している段階。
変化する需要に応える
ために調整を行い、そ
れを制度に適用させる
ことができる

カバー率 低い人口カバー率、
UHC 達成に向けた初期
段階にある

人口の多くが経済的に
守られた形で保健・医
療サービスを利用でき
ているが、全人口をカ
バーするところまで
至っておらず、医療サー
ビスへのアクセス、お
よび経済的リスクから
の保護の点でまだ格差
が残っている

全人口をカバーできて
いるものの、経済的リ
スクからの保護と医療
サービスの質の面でま
だ改善の余地がある

UHC が維持されてお
り、全人口は医療サー
ビスへの包括的アクセ
スと実際的な経済的リ
スクからの保護を享受
できている

該当国 バングラデシュ
エチオピア

ガーナ
インドネシア
ペルー
ベトナム

ブラジル
タイ
トルコ

フランス
日本
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・	各国は、医療費を管理する一方で、医療へのアクセスを改善するため強
固でレジリエンス（しなやかな強さ）のあるプライマリ・ケア制度に投
資するべきである。
・	効果的で持続可能なUHCを達成するには、公衆衛生プログラムに投資し、
公衆衛生上のリスクを防ぎ、健康的な生活環境を整備することが不可欠
である。
・	経済成長はUHCの推進に寄与するが、公平なカバーを保証するにはそ
れだけでは不十分である。各国は、資源を再分配し、手の届く料金で質
の高い医療へのアクセスにおける格差を是正する政策を実施する必要が
ある。
・	各国は、医療サービスの財源の確保（資金調達）と医療費支出の管理の
バランスを取りながら、カバー範囲を広げていく必要がある。
・	各国は、カバー範囲の拡大に伴って高まる医療サービスへの需要を満た
すため、保健医療人材をスケールアップする必要がある。ここでいう「ス
ケールアップ」とは、人材の数を増やすだけではない。労働市場の状態、
保健医療人材のキャリア選択の指向性、そして労働環境も含めて考慮す
るべきである。

分析の枠組み

UHCに関する各国の概要報告書は、（i）UHCを導入、達成、維持するに
あたっての政治経済的な状況および政策過程、（ii）UHCのカバー範囲を広
げるために必要となる医療財政政策、（iii）UHC達成に向けて必要となる保
健医療人材確保に関する政策、という 3つのテーマを中心とする共通の分析
枠組みに基づいて作成された。これらのテーマを選択したのは、政治経済的
な状況は政策決定を形成する上で重要な役割を果たすが、研究分野として比
較的軽視されており、医療財政と保健医療人材は保健医療システムにおける
不可欠な要素にもかかわらず個別に分析されることが多く、それらの相互作
用が体系的に分析されることが少ないからである。
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政治経済的な状況

国際開発においては、政治経済的な課題が十分に考慮されないと、綿密に
策定された技術的な解決策もほとんど実効性を持たないということが認識さ
れつつある。また、社会経済改革の実現を左右するものとしての政治経済学
の重要性に対する認識も高まっている。UHC改革においては保健医療セク
ター内および世帯間の資源再分配を意図的に行うことになるため、これらの
政策は政治的なトレードオフや交渉を伴わざるを得ない。したがって、政治
情勢を把握し、各利益集団と交渉することは、UHC達成を目指すにあたって
不可欠な要素である。
本研究では、（i）UHC目標を導入する、（ii）カバー範囲を拡大する、（iii）

カバー範囲の不公平を減らすという、個別の政治経済の課題に直面する 3つ
のUHC政策過程を同定した。

UHC 目標を導入する
11 カ国の研究では、大規模な社会、経済、政治的な変化に伴って、UHC

が国家目標として導入され得ることが示唆された。たとえば、インドネシア、
タイ、トルコでは金融危機後に、ブラジルでは再民主化時に、フランスと日
本では第二次世界大戦後の復興期に、UHCが国家的優先課題となった。
これらの国では、大きな変化の中で利益集団の改革への抵抗を打破する好

機が生じ、革新的な手法を採用し、UHC目標を導入したり推進したりする
ことができた。この間には国民の多くを巻き込んだ社会運動が起こり、政治
指導者が多様な集団から支持を集め、大規模な改革を推進するための国民の
連帯感を高めることもできた。例えば、トルコでUHC政策が導入されたのは、
国民の幅広い支持を集めた保健大臣と国家元首が強力なリーダーシップを発
揮したことが追い風となった。ブラジルとタイでは、UHCを政治課題に位置
づけ、政府首脳に改革を承認し実施を促す上で、社会運動が触媒の役割を果
たした。
11カ国の研究では、経済成長が、その後のUHCの対象範囲拡大を後押し

する上では重要ではあるものの、UHC政策導入の必要条件ではないことも明
らかになった。ブラジルのUHCへの取り組みは、経済成長が鈍化した時期に、
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民主化運動に後押しされる形で高まった。タイは、経済成長見通しがまだ不
透明なアジア金融危機後の 2002 年に国民医療保険制度を公約した。グルー
プ 1の国（バングラデシュとエチオピア）は、重大な経済的制約に直面して
いるが、国家的抱負を表す方法として、また改革を実施するための社会的・
政治的支持を集める手段として、UHCを政策目標として導入した。

UHC のカバー範囲を拡大する
国によってひとつのプログラムもしくは複数のプログラムを通じて、全て

の人口をカバーしようとしてきたが、11カ国はいずれもUHC拡大に向けて
段階的なアプローチを採用した。対象範囲を全人口に拡大することが困難で
あることから、こうした一歩一歩段階的に推し進めていくアプローチがとら
れた。制度面・技術面の能力を開発して取り組みを支援・維持し、さまざま
な利益集団から政治的支持を集めるには時間がかかるのである。
UHCのカバー範囲を拡大する過程において、多くの国は、既に決定した

政策や戦略の見直し、修正、また場合によっては取り消しを迫られた。カバー
範囲を広げることに成功した国では、過去の経験から学び、修正策を講じて
きた。これは特に、大きな進展が見られるが、その取り組みを維持する上で
大きな課題に直面しているグループ2の国で顕著な特徴である。例えば、ガー
ナは国家プログラムで地域密着型の複数の計画を統合した国家健康保険制度
（NHIS）を策定してから 10 年が経過したが、これを事業再評価の機会とし
て利用した。同制度は人口の 36%を網羅したが、受給者 1人当たりの支出
が収入を上回っているため、持続可能性の問題に重点的に取り組まなければ
ならない。ベトナムでは、保健省とベトナム社会保険庁（医療サービス購入者）
が国民医療保険制度の徹底的な評価を実施し、今後の医療保険法の改正での
統合調整を提案している。インドネシアとペルーも、UHCに向けた進展を加
速する大規模な取り組みの中で、複数の保険制度を統合する方向である。

保健・医療サービス提供のカバー範囲の不公平を是正する
本研究に含まれる社会保険制度を確立した国は、まず公務員とフォーマル

セクターの労働者を適用対象とした。これらの集団は、政治的な影響力が大
きく、既存の医療施設に近く立地する都市部に居住し、納税を通じて政府と
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の制度上の関係を築いている。貧困層と社会的弱者に適用範囲を拡大するに
は、利益集団との駆け引きを乗り越え、社会から取り残された集団の意見を
守るため、政府の強力なコミットメントが必要になる場合が多い。グループ
3の国は、社会運動と政治的リーダーシップが結びつき、政治的障害を克服
する上で触媒の役割を果たした事例である。ブラジルとタイでは社会運動家
は、UHCの拡大の一翼を担い、対象範囲拡大に対するアカウンタビリティ（説
明責任）を求める政府機関に所属するようにもなったようになった。
国別研究では、UHCの対象範囲を拡大する段階的アプローチを取ると、

適用水準の異なるさまざまな人口集団に複数のリスクプールが生じることが
明らかになった。複数のリスクプールが一旦確立されてしまうと、これら複
数のプールを統合または調和することは組織化された利益集団の間で資源を
再分配することになるため政治的に難しくなることが多い。グループ 2の
国は、こうした課題への対処に努めている。ガーナは、リスクプールを統合
するための基盤として国レベルの医療保険体制を確立し、インドネシア、ペ
ルー、ベトナムも、複数のリスクプールを統合・調和し、UHCの対象範囲の
公平性を高めるために重要な手段を講じている。

医療財政

医療財政に関して、本研究では、各国の経験を（i）UHCの対象範囲を拡大し、
維持するために医療財源を確保する、（ii）金額に見合う価値（バリュー）を
実現する、（iii）資源のプーリングと再分配を効果的に管理することによって
公平性と経済的リスクからの保護を担保する、という 3つの分野で評価した。

医療財源を確保する
UHCの対象範囲拡大には公的支出の増大が必要となるため、研究に含ま

れる全ての国は、UHC政策およびプログラムの財源を見つける際に課題に
直面した。各国は、UHC実施に必要な予算を確保するさまざまな手法を見
出した。政府予算を医療に優先的に割り当てることは、マクロ経済成長と共
に、各国がUHCの適用範囲を拡大し、医療費負担からの経済的リスクから
の保護を改善する上で重要である。本研究では、政府が医療のための特定財
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源のような明示的な財政上の公約を伴ってUHCに対する政治的コミットメ
ントを示すことは多くなく、明確な医療のための特定財源を有していたのは
11カ国中 3カ国（ブラジル、フランス、ガーナ）のみであった。UHCを達
成できたその他の国は、特定財源を持たなかったものの、政策的には一貫し
て医療への予算配分を手厚くしていた。
多くの国はUHCの財源の多様化に努め、その戦略はUHCに至る過程の

各段階で国ごとに異なる。フランスと日本は、給与税への過度の依存から脱
却することを目指し（高齢化により、この財源だけでは十分な歳入を生み出
さくなってきたため）、他の税収に目を向けつつある。ブラジルでは、民間の
任意医療保険（当初は法定のUHCの対象範囲を補完するために導入された
ものである）が成長し、統一保健医療制度（SUS）の医療サービスの質が実
際に低かったり、国民の間で質が悪いというイメージがあったことから、そ
のシェアは次第に伸びていった。その結果として、実質的な自己負担の割合
が高くなり、医療に関する経済的リスクからの保護が十分に機能しなくなっ
てきている。タイなどの大きなインフォーマルセクターを抱える国では、給
与税を通じてUHCの対象範囲を拡大することは難しく、一般歳入を通じて
医療への配分を拡大している。対照的に、バングラデシュやエチオピアなど
の低所得国は、社会保険計画に基づいて新たに給与税を導入することで、厳
しい課税ベースを拡大しようとしている。しかし、こうした手法は、政府の
持っている資源をフォーマルセクターの労働者に多く分配し、それほど裕福
でない農業従事者やインフォーマルセクターの労働者に分配される資源を減
らすことになるため、公平性への重大な影響を伴う。

支出を適切に管理し、費用に見合った価値を実現する
11 カ国はいずれも、UHCを達成または維持する上で、厳しい財源の制約

に直面している。したがって、UHCの全ての段階で支出をしっかりと管理
することが不可欠である。本研究では、上限設定のない出来高払い制度は一
般的に医療費増大をもたらし、そのため多くの国が医療費抑制策を導入して
いることが明らかになった。ただし、そうした措置は、一方でUHCのカバー
範囲と医療費に対する経済的な保護の効果を縮小してしまう可能性もある。
制度に関する財源全体を慎重に管理し、効率性を向上させるような施策を
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戦略的に活用している国では、UHCのカバー範囲を縮小することなく医療費
管理に成功している。例えば、タイとトルコでは、より多くの人々に便益を
もたらすための効果的な政策として、給付内容の拡大のために、医療サービ
スと医薬品の優先順位の設定、製薬企業との粘り強い交渉、医療機関への支
払い制度の変更などバランスの取れたアプローチを実施している。フランス
では、国の歳出目標の設定、プライマリ・ケアおよび急性期医療の医療提供
者支払い制度の改革、国の厳格な監視による医療保険支出の管理強化などの
措置により、20年にわたる保健財政の赤字が近年になって減少し始めた。
日本は、独自の出来高払い制度を有しているが、これは、診療報酬を 2年

に 1回改定することによって医療費全体を抑制し、包括的な枠を設定する、
という独自の方法である。同国は、高額医療費の自己負担額の上限を制限す
ることで、家計を経済的なリスクから保護している。これらの仕組みは、国
による医療費抑制策によってUHCのカバー範囲が縮小しないよう、バラン
スを取るのに役立っている。医療費を管理する他の事例としては、プライマ
リ・ケアの適切な利用や、優先度の高い医療サービスを提供する施設に対し
て当該分野への投資を促進したりするなど、より費用対効果の高い医療サー
ビスの活用を促進することが含まれる。

リスクプーリングの管理と資源の再分配
本研究では、全人口に医療サービスを提供するには、富裕層から貧困層へ、

低リスク層（若年層など）から高リスク層（例えば高齢者など）へと、さま
ざまな形の財政的な再分配が必要であることが明らかになった。グループ 3
の国では、UHCへの移行に応じて、制度間の公平性を改善するため、保険制
度の統合が行われた。トルコは、複数の保険制度をひとつにまとめ、統合と
財政調整を実現する大規模な改革を実行した。ブラジルの 1988 年憲法では、
一般税収を財源とする SUS の下に複数の制度を統合した。タイは 2001 年に、
最大数の受益者を網羅し、このグループ内の受益者間の財政調整と公平な経
済的リスク保護を保証する国民医療保険制度の下に 2つの大規模な保険制度
を統合した。しかし、タイでは、依然として 3つの保険制度が存在し、制度
間での再分配が不十分であるため、受益者 1人当たりの支出に歪みが生じて
いる。
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グループ 2に属する国のうち、ガーナは、複数の保険制度の統合に向けた
施策を講じている。ガーナは、国家健康保険法の下にひとつのリスクプール
を持つ。このプールは、NHIS 自体の再分配機能とこの制度の財源の大部分
をまかなう累進課税によって、富裕層から貧困層に資源を再分配する役目を
担っている。ベトナムは複数の財源を統合しようとしているが、財源のプー
リングと支出の相互補助は、実際には不完全なままである。インドネシアと
ペルーは、最近、複数の保険制度をさらに調和するための法案を可決した。
グループ 4のうち、日本は複数のリスクプールを維持しながらも、制度全

体で標準化された医療サービス給付と医療提供者への支払い制度、政府内で
の補助金の移転、保険制度間の財源の移転を組み合わせることで、負担と支
出における公平性を維持してきた。しかしながら、これらの資源再分配の構
造は、急速な高齢化のスピードに追いつけておらず、異なるリスクプールと
保険制度から徴収される保険料の格差が拡大しつつある。日本がもし複数の
リスクプールをひとつに統合できれば、財政移転と再分配を実現しやすくな
ると考えられる。しかし、より裕福で既得権益を得ている保険制度が保険料
率の引き上げを望まないため、すでに確立された複数の保険制度を統合また
は調和させることは政治的に難しいと考えられる。

保健医療人材

十分な訓練を受けた意欲のある保健医療人材の育成は、国家的なUHC戦
略にとって重要な要素である。11 カ国はいずれも、UHCにかかわる保健医
療人材の育成、パフォーマンス、配置に関して、大きな課題に直面している。

保健医療人材不足への対処
UHCに取り組む各国は、増大し変化する医療サービスへの需要を満たす

ため、保健医療人材を増員する戦略を策定する必要がある。本研究の中心と
なる教訓のひとつは、各国はUHC達成へのコミットメントに合わせて、医
療サービスの提供能力を強化する必要があるということである。この医療
サービス提供能力は資格を有し意欲のある保健医療人材の数に大きく依存す
る。保健医療人材の不足は世界的な課題であるが、UHCの導入および拡大
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の初期段階（グループ 1および 2）にある国で特に切実な問題である。これ
らの国でUHCに向けた保健医療人材の数値目標を達成するには、教育とサー
ビス提供に関する従来のモデルを再考する必要がある。
一部の国は、採用プールを拡大し、柔軟な雇用機会と従来とは異なる経路

で保健医療人材になれる方法を設けることで、保健医療人材を短期間で増や
すことに成功した。保健医療人材の新しいカテゴリーを設けることで、教育
期間を短縮し、より迅速に人材を養成・配置することができる。この例として、
ブラジルの地域保健員（community	 health	workers）や、エチオピアの保
健普及員（health	extension	workers）などが挙げられる。これらの戦略は、
十分なサービスを受けられない地域および専門分野で保健医療人材の数を確
保し、医療サービス提供体制を強化するのに役立つ。しかし、そのためには、
医療サービスの提供方法を変え、各カテゴリーの医療人材の慣行や職務の範
囲を再定義し、教育に関する規則と訓練・実務の基準を改正することが求め
られる。これらの改革は学会や専門家集団からの抵抗にあう可能性があるた
め、改革の政治経済学的な側面をきちんと理解することが重要となってくる。

保健医療人材のパフォーマンスの向上
保健医療人材の数を増やすだけではなく、保健医療の質と適切な技能を保

証するための管理と規制改革が伴わねばならない。これは、教育の質に関す
る十分な規制が追いつかない状態で、公的および民間の教育機関が短期間に
増加したグループ 1および 2の国において特に重要である。これらの国は、
医療の専門家を育成するための質基準を統一化し強化することに重点を置い
ている。
しかし、保健医療人材の数を確保するだけでは、効果的な医療サービス

を提供する上で十分とは言えない。保健医療人材が意欲と能力を発揮し、期
待される医療水準に従って業務を遂行するには、安全で支援体制のしっかり
整った労働環境が必要である。各国は、P4P（ペイ・フォー・パフォーマンス：
実績に基づく支払い）など、保健医療人材のパフォーマンスに対するより直
接的なインセンティブを導入するためにさまざまなアプローチを模索してい
る。各国の経験から、金銭的インセンティブは有効であるものの、それだけ
では十分とは言えないことが明らかになっている。同僚からの評価や支援な
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どの非金銭的インセンティブは、インセンティブ制度の設計に盛り込むべき
重要な要素である。医療提供体制を整備し、適切なスキルミックス（多様な
スキルを持った人材の組み合わせ）のチームを組織したり、必要な備品や設
備を備えたりすることも、保健医療人材のパフォーマンスの向上にとって重
要である。

保健医療人材のよりバランスのとれた配置
11カ国はいずれも保健医療人材の不均等な配置という課題に取り組んでい

る。この問題は、グループ 1および 2の国、特に地方とへき地で保健医療人
材を募集し定着させることが大きな課題となっている。グループ 3の国では、
保健医療人材の配置における地理的格差の大幅な改善が見られており、この
国々の経験から有用な洞察を得ることができる。地方と都市部における保健
医療人材配置の格差は、金銭的および非金銭的インセンティブを複数組み合
わせることで縮小することができる。これらのインセンティブには、労働環
境の改善、医療施設での支援的な指導体制、十分なサービスを受けていな
い地域から（例えば奨学金や定数割り当てなどを通じて）学生を募集し、当
該地域で診療行為を行うのに適した教育制度を整備することなどが含まれる。
地方における診療の義務化も、十分なサービスを受けられない地域への保健
医療人材の配置を促進する政策である。
グループ 3の国は、地理的格差を縮小するためにこれらの政策を組み合わ

せており、グループ 2の多くの国は、同様の多面的な方法によって政策を策
定および実施している。グループ 3の国の経験から、プライマリ・ケア従事
者に資源を投資し、彼らの労働環境を改善することが、保健医療人材の不均
等な配置を改善するのに不可欠であることを示唆している。なぜならば、病
院部門への支出は医療労働人口を都市部に偏らせる傾向がある一方で、プラ
イマリ・ケア従事者への投資は医療過疎地域で医療サービスが拡大し、格差
を縮小させる傾向があるためである。
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結論

各国はUHCに取り組み、目標達成に向けて進む中で、何かに妥協したり、
競合する要求のバランスを取らなくてはいけないような課題に継続的に直面
している。政策立案者が迫られる決断の中には、カバー範囲を拡大するもの
もあれば、逆に縮小してしまうものもある。成功した国々では、総じてカバー
範囲を拡大するような政策を選択してきており、過去の課題から教訓を得て、
必要なアプローチを適用してきた。他国から教訓を得て、それらを自国の状
況に適応させることは、その国をUHCに向けて前進させ、より適切な政策
決定を行いやすくし、現実の世界でそれらの政策を導入するにあたってより
適切に対処することに役立つと考えられる。
世界中の全ての国が、国民の健康と福祉を向上させ、包括的かつ持続可能

な開発を実現するために、UHCを目指す可能性がある。医療サービスのカバー
範囲が非常に限定的な低所得国であってもUHCを目指すのに時期尚早とい
うことはない。低所得国でも、制度面での能力の構築に着手し、他国の経験
から教訓を得て、世界中の革新的なアプローチを採用して、医療サービスの
カバー範囲の拡大を加速させることができる。UHCに関する優先事項、戦略、
実施計画は、現地の状況に応じて国ごとに異なる。しかし、上記の主要政策
メッセージは、全ての国が発展し、UHCに向けた独自のアプローチ（特にア
カウンタビリティを果たした透明性の高い政策策定のアプローチ）を取るの
に役立つ。国際社会はUHCに向けた取り組みにおいて、低所得国と協働し
支援することにコミットしている。日本政府と世界銀行グループには、各国
がこの目標を達成できるよう支援する用意がある。


