【この論考は、2006年9月にまとめたものです（資料一部追加）
】
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1 はじめに
最近、新聞、テレビなどで民間医療保険の宣伝を見ない日はありません。
「すさま
じい宣伝攻勢」で、民間医療保険に入っていなければ、時代遅れ、世間並みでない
という強迫観念に襲われそうです。実際、患者さんや職員のなかには、入るのは当
然として、
「どこの民間医療保険に入ったらよいですか」
と尋ねてくる人もいます。
資料①は民間医療保険の契約数が急速に普及していることを報じた日本経済新聞
の記事です（06年2月9日付）
。それによると、約一年前の時点で、すでに成人3人に1
人が民間医療保険に加入しています。しかもその契約数は、半年で100万件ずつ伸
び、生命保険分野を抜く勢いです。
このように急速に普及してきた民間医療保険は、実際、病気の時に公的医療保険
を補完し、国民に安心を与えているのでしょうか。しかし、現実は、保険会社によ
る給付金支払い拒否などもあり、いざというときに安心をもたらしているとは言い難
資料①

い状況です。それは後述するように、民間医療保険は公的医療保険とは大きな違い
があって、無条件にすべての国民とすべての疾病を対象にして
いないからです。
また、この民間医療保険の普及は、私たちの医療改善運動
に否定的影響を与えています。それは、自己責任の立場から
「民間医療保険に入って備えている人」と「備えていない人」と
いう国民的分断がもたされること、また、
「民間医療保険がある
ので、ある程度の公的医療保険の改悪はやむをえない」と医療
改悪を容認してしまうことなどです。これらは徐々に公的医療
保険への信頼を薄れさせていくことになるでしょう。
この小論では、いま急速に普及しつつある民間医療保険の
特徴と問題点を、公的医療保険との比較で論じ、見ていきます。
そして、社会保障としての「国民皆保険制度」を守り発展させ
ることの重要性を強調したいと思います。
なお、セコムの自由診療向けの保険については、今回、論じ
る民間医療保険とは若干性格が異なるので、後日の機会に譲
ることにします。
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2 民間医療保険が急速に普及してきた背景と要因
ここで、民間医療保険が伸びてきた背景と要因を考えてみます。一つは、この間
の医療改悪で、患者の自己負担が連続的に引き上げられてきたことです。いまや日
本は、先進国のなかで最も高い自己負担率の国になっています。さらに、例外的で
あった混合診療が徐々に拡大されてきたことも大きな要因です。ついに、今回の法
改定（06年6月に成立した「医療制度改革関連法」
）で「保険外併用療養費」
という、す
べての分野に拡大していける仕組みまでできてしまっています。こうなると、病気の
時の経済的不安は高まってきます。そこに、前述のような、あらゆる媒体を使った民
間医療保険の宣伝攻勢です。それも、有名タレントを登場させ、よく練られたキャッ
チコピーで、これでもか、これでもかと行われています。多くの国民が民間医療保険
になびくのも無理からぬことです。
しかしこれらの理由は、
まだ表面的なことでしかありません。より本質的なことは、
医療分野を規制緩和し、ビジネスの場、儲けの場にするための、強力で持続的な政
府および財界（日米）の意思が働いていたからです。その具体的推進体(書)として、
政府の諮問機関である「経済財政諮問会議」や「規制改革・民間開放推進会議」
（編
注：07年1月25日をもって終了。後継組織は「規制改革会議」
）
、およびアメリカの対日
要求である｢年次改革要望書」などがあげられます。とくに、
「規制改革・民間開放推
進会議」の議長は、自ら民間医療保険を販売しているオリックスの宮内会長で（06年9
月まで）
、また、その事務局には民間保険会社から出向組みが多数参加しています。
つまり、官民上げて「確信犯」的に民間医療保険が普及する状況が作り出されてき
たのです。非営利で、社会保障としての医療分野を守り発展させてきた私たちは、
それを許していいのかどうかが問われているといえます。
いま日本では、生命保険会社の０
５年度の年間保険料収入は約28.3兆円になってい
ます（医療保険外も含む、３
８社計。生命保険協会資料）
。国民医療費が約３
０兆円で
あることを考えると大きな数字です。また、外資系企業の保険料収入は既に５兆円
を超え、世界最大の米国保険会社AIGグループ（アリコやスター生命など）は、０
４年
度の新規契約の保険料収入において、ついに日本生命を抜きトップになっています。
そして、その保険料収入の多くは、膨大な広告費と利益に流れているものと思われ
ます。
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3 民間医療保険の保険業法の中での位置
生命保険会社や損害保険会社は保険業法にもとづき、いずれも内閣総理大臣（金
融庁）
から免許を受けなければなりません。国民の財産や生活に係わる分野なので、
相応の法的規制のなかにあります。
保険の種類は大きく分けて3つの分野に分けられます（表１）。その内訳は、第1
分野が生命保険で人の生死を対象にし、第2分野が損害保険で偶然な事故が対象に
なっています。そして新しくその中間に第3分野として、疾病などを対象にした医療
保険が設けられています。この第３分野は規制緩和策で、生保会社も、損保会社も
共に参入できることになっています。その意味では生保、損保の垣根がなくなってき
ていますが、後述するように、保険に加入しようとする人にとっては、相手の営業職
員が生保会社か損保会社かは大きな意味を持つので、注意が必要です。
また、保険業法の歴史のなかで忘れていけないことは、この第３分野は、米国政
府の要求のもと、外資系保険会社のみが優先される形になっていたことです。日本
の大手保険会社は、２
０
０
１年７月にやっと第３分野への参入が認められています。数
年遅れのスタートを切らされたわけです。米国は一方で、規制緩和と競争原理の導
入をあおりながら、他方で自国企業が有利になるような規制を要求していたのです。
こういったこともあって、第3分野の外資系保険会社のシェアは大きくなっているので
す。

（表１）生命保険と損害保険の分野
免許種類

保険対象

分野

保険種類
定期保険

人の生死

第1分野

生命保険

終身保険
養老保険
個人年金保険など
医療保険

疾病
障害

第3分野

介護

ガン保険
介護保険
障害保険など

損害保険

火災保険
偶然な事故

第2分野

自動車保険
賠償責任保険など
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4 この3つの保険分野で、医療に関する保険商品の現れ方
医療に関する保険商品の主力は、もちろんこの第３分野であり、一般に医療保険、
がん保険などといわれています。その内容は、入院と手術に対して、一定額の保険
金が給付されることになっています。通常、入院給付金は一日あたり5千円から１万
円、手術給付金は一回当たり10万円から数十万円となっています。そして、疾病を
がんに特化したものが、がん保険ということになります。もちろん、給付金を高くし
ようと思えば、その分保険料は上がることになります。また、三大疾患（がん、心筋
梗塞、脳卒中）や婦人科疾患など、対象疾患を限定して給付金を高くする商品など
もあります。他にも給付の条件をいろいろ変えることによって、さまざまな保険商品
が開発されていて、素人では選ぶのも困難な状況です。また、入院給付金は１万円
が普通ですが、患者負担増の昨今の医療改悪を受けて、入院給付金が一日2万円、3
万円の商品も目立つようになっています。
また、医療に関する保険は第3分野だけではなく、第1分野の生命保険に医療関係
の特約（※１）
をつけて販売する場合もあります。同じく第２分野の損害保険に医療
特約をつけて販売することもあります。これらの特約の部分も、基本的に医療保険
と同じような構造を持っています。従って、以下に示すような第3分野の医療保険と
同じ問題をはらんでいるので、注意が必要です。
（※１）
「特約」
とは、主契約に付加されるオプションの部分。主契約に何らかの保障を上乗せす
る場合につけるもの。特約のみの加入はできない。
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5 これで安心を保障することになるか？入るときは気付かない「落とし穴が」いっぱい
はたして、民間医療保険に入っていれば安心なのでしょうか。確かに民間医療保険に入
っていてよかったという患者さんもいます。しかし、
「入って安心」
の宣伝文句とは裏腹に、期
待していた給付金をもらえなかった患者さんも少なくありません。最近、金融庁も、不当な未
払いや悪質な支払い拒否が多いとして、保険会社数社に対して、業務改善命令や業務停
止命令などの厳しい行政処分を与えています（表２）
。これは、民間保険会社が利益を追求
するあまり、意図的に給付制限を持ち込もうとしているところに第一義的な原因があります。し
かし同時に、保険加入者の方も、民間医療保険には給付に関する厳しい条件、すなわち
「落とし穴」がいっぱいあることを承知していないことも問題です。実際、購入にあたっては、
メリットを強調した文言はしっかり認識されていても、不利なものは見過ごされているのです。
さらに、契約上最も重要な約款は小さい字で、それも全部載っている完全版は契約後に渡
されることが多いのです。契約前に約款に詳しく目を通す人は皆無でしょう。
不利な情報を正確に認識せずに契約したため、いざもらえると思っていたらもらえないとい
う悲劇が起きるのです。不払いになる一番多いケースは告知義務違反ですが、他にも、症
状の有無にかかわらず責任開始日以前からの病気とみなされたり、保険会社が定義する
「所定の状態」
になっていなかったり、給付対象の手術でなかったり、等々あります。支払うか
支払わないかを決めるのはあくまで保険会社なのです。
このように、民間医療保険では、利用者から見て
「落とし穴」
がいっぱいあります。
（表2-①）金融庁により医療保険不払等で処分された主な保険会社
保険会社名
明治安田生命
（05.10/28処分）
三井住友海上火災保険
（06.6.21処分）

期間

件数

02〜04年

1053件：死亡保険金、入院給付金

(5年間)
02〜05年
(4年間)

金額
52億円

1450件：医療保険の割り増し

3億5000万円

927件

1億6600万円

（表2-②）生命保険主要12社の不払い（01〜05年度）
（2007年4月14日 朝日新聞）
社
名
日本生命
第一生命
住友生命
明治安田生命
アリコジャパン
アメリカンファミリー生命
三井生命
富国生命
大同生命
太陽生命
朝日生命
ソニー生命
12社合計

確定した保険金の支払い漏れ・請求案内漏れ件数（金額） 不払いの恐れがあり、今後確認が要る通院特約
1万5,450件 （60億5,300万円）
約26万件
6,856件 （22億3,900万円）
約14万件
1万7,451件 （40億600万円）
12万8,164件
9,472件 （20億400万円）
11万6,837件
8,176件 （7億2,900万円）
約5万8千件
1万9,004件 （18億5,700万円）
38件
1万4,131件 （14億1,300万円）
2万3,056件
3,803件 （5億3,100万円）
4万659件
2,777件 （30億2,800万円）
約6万3千件
2,042件 （1億7,200万円）
1,200件
7,007件 （26億9,400万円）
約2万件
169件
（1,756円）
941件
10万6,338件（約247億4,400万円）
約85万件
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6 自動車の自賠責保険の問題
自動車の自賠責保険による治療上のトラブルも増えています。損保会社が医学
的な根拠もなく治療内容に踏み込んだクレームをつけたり、頸椎捻挫での傷病名
では入院を認めないなどの問題も多発しています。交通事故の場合、損保会社が
支払を拒否すれば、被害者に支払いを求めるか、医療機関が被るかのどちらかと
なり、民間医療保険同様に注意が必要です。
金融庁による2006年9月末までの調べによると、自動車保険などの保険金の不
払いは大手損害保険26社で32万件、約188億円にも及んでいます。

（参考）
大手損害保険会社の損害保険不払い件数と金額(2006年9月29日調査時点）
（各社のＨＰページより）
損害保険会社名

件数

金額

東京海上日動火災保険

63,143

46億2,327万円

損害保険ジャパン

29,651

16億3,700万円

三井住友海上火災保険

46,819

（不明）

あいおい損害保険

68,395

26億4,875万円

日本興亜損害保険

39,522

（不明）

ニッセイ同和損害保険

14,628

（不明）

明治安田損害保険

1,599

1億1,337万円
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7 おわりに―

民間医療保険は公的保険に代われない「似て非なるもの」

民間医療保険と公的医療保険は、同じ医療保険でも本質的に大きな違いがありま
す（表3）
。公的医療保険は、その理念や根拠を憲法25条の社会保障の立場におき、
従って責任の所在は国にあって、恩恵を受けられる人は権利を持つすべての国民で
す。これに対して民間医療保険は、営利が動機となり、責任の所在は契約を交わした
ものどうしの自己責任にあって、恩恵を受けられる人は保険料の支払能力があって保
険を購入した一部の国民だけ、ということになります。また、医療サービスは、公的医
療保険は必要サービスを丸ごと現物給付し（注：06年10月より保険外併用療養費の新
設で変質）
、負担と給付の関係でも保険料に応能負担原則を残しています。一方、民
間医療保険は、医療サービスの費用の一部を定額で補填するのみです。負担と給付
の関係は給付条件の良いものを求めれば、その分保険料が高くなるという応益負担原
則になっています。また倫理的な問題として、公的医療保険は命と健康は平等という立
場に立ち、持病や既往病は問わずに加入でき医療サービスも等しく受けられます。一
方、民間医療保険は、命の沙汰はカネ次第という経済の論理が優先され、また、最も
医療を必要としている人たちが排除されるという、倫理的矛盾を内包しています。
このように見ていくと、民間医療保険は公的医療保険に似て非なるもので、公的医療
保険の代替にはならないことがわかります。公的医療保険は、誰でも、いつでも、どこで
も、必要な医療が受けられることを原則にしていて、いかなる人も排除することはありま
せん。そもそも、公的医療保険に自己負担や「混合診療」
などが持ち込まれなければ、
民間医療保険の登場する場はほとんどないのです。
（表3）公的医療保険と民間医療保険の本質的違い（その特徴と原理）
公的医療保険

民間医療保険（共済は除く）

保険の特徴を知り、国

憲法25条
（社会保障）
理念・動機

憲法13条
（幸福追求権）

営利
（利益追求）

被保険者
（恩恵
を受けられる人）
医療(給付)サー
ビスの内容
負担と給付の関係

国又は政府。

すべての国民
（皆保険）
必要な医療を丸ごと給付
（現物給付）
。
応能負担原則
命と健康は平等、等しく

医療倫理

自己責任（本人も保険会社も契約の範囲内）

険の充実に向かうよう

金融庁は監督のみ

にしなければ いけな

保険料の支払い能力があって、

いと考えます。再度し

保険を購入した一部の国民

っかりと憲法２
５条の立

契約に基づく定額の現金給付のみ。
費用の一部を補うだけ。
応益負担原則
カネの切れ目が命の切れ目

医療サービス受けられる。 最も医療を必要とする人達が
持病や既往病を問わない

民の関心が民間医療
保険から公的医療保

憲法11条
（基本的人権）
責任の所在

私たちは、民間医療

排除される
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場にたつことが重要で
す。

Ｑ＆Ａ

■民間医療保険でトラブルになりやすいケース
（
『全国消費者生活相談員協会』のパンフ等参考）

Ｑ1

告知義務違反といわれ支払ってもらえなかった事例。
生命保険会社の医療保険に勧誘された。営業職員（いわゆる 生保のおばち
ゃん ）
に、卵巣嚢種があって小さいので1年に1回の経過観察となっていると告げ
たら、女性に多いから大丈夫と言われた。そのため口頭だけにして告知書には
書かずに保険に入った。1年後に入院して手術したが、保険会社に告知義務違
反といわれ支払ってもらえなかった。営業職員には言ってあるし、たいしたことで
はないと言われているので告知義務違反でないと思う。支払ってほしい。

Ａ1

保険業法では、営業職員は保険会社を
「代理」
するものと
「媒介」
するものとの２
つに分けられる。一般に損保会社の営業職員は
「代理」するもので契約の主体に
なれるが、生保会社の営業職員は単に契約の「媒介」
をする者で、契約の主体に
もなれず、告知も受けることができない。つまり、口頭で生保会社の営業職員に病
歴などをいくら告げても、保険会社に告知したことにならないのである。営業職員は
少しでも多く契約を取って成績を上げようとするので注意が必要である。また、ここ
に書いたこと以外にも告知義務違反のトラブルは多く、例えば、花粉症や口内炎な
どの軽微の病気も書くのかどうかも問題になることがある。
告知義務違反は、一般に責任開始日から2年で時効になるが、保険会社によっ
てはそれ以降であっても、時効のない「詐欺無効」条項を拡大解釈して支払いを拒
否したこともあったので、注意が必要。

Ｑ2

無選択型保険に入っていたが給付金が支払われなかった事例。
70歳の母が、テレビで診査や告知なしで誰でも入れる保険を宣伝していたので
加入した。その後病気で入院し給付金を請求したが、過去の病気が原因だから
と断わられた。誰でも支払われる保険のはずだが？

Ａ2

この種の保険は無選択型医療保険といわれている。健康状態の告知なしで契
約できるが、給付金の支払いには約款に基づく厳しい制限がある。例えば、契約か
ら90日までは不填補期間になっているので、いかなる病気入院(けが以外)も給付金
は下りることはない（図1）
。またそれ
（91日目＝責任開始日）
以

（図1）

●保障の責任開始期について
不てん補期間90日

保障

降の入院であっても、責任開始日以前に発症した病気と関係
していれば同じく入院給付金は下りない。結局、契約後91日
目以降の新しく発症した病気による入院だけが給付されるとい
うことになる。恩恵を受ける人はほんのわずかと思われる。ま

契約日

91日目保障開始日

たこの種の誰でも入れる保険商品は当然保険料も高い。
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Ｑ＆Ａ

■民間医療保険でトラブルになりやすいケース

Ｑ3

入院や手術をしたのに支払われなかった事例。
医療保険に加入後にガンの疑いで5日間入院した。検査でガンでないと判
明し、退院し入院給付金を請求したが支払ってもらえなかった。なぜか？
また、後日扁桃腺の摘出手術を受け手術給付金を請求したが、手術給付金
は支払われなかった、なぜか？

Ａ3

「入院」や「手術」はそれぞれ約款に定義が記されている。
「入院」とは通常、
「医師による治療が必要であり、かつ自宅等の治療が困難なため、病院または
診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」
とされている。
従って、治療なしの検査入院は給付されないのである。また、手術についても
「所定の手術」のみが対象で通常88種類の手術が対象になっている。扁桃腺
摘出手術は88種類に入っていないのである。保険に入る際に、先々受けるか
受けないかわからない手術の種類まで確認する人はほとんどいないであろう。

Ｑ4

特定疾病保障が支払われなかった事例。
保険に入る時に、生命保険の特約に特定疾病（心筋梗塞、脳卒中、ガン）保
障を付けた。2ヵ月後に心筋梗塞を発症したが、さいわい2週間の入院で済み、
1ヶ月後に仕事に復帰できた。しかし保険会社から特定疾病保障の給付金は
出なかった。なぜか？

Ａ4

特定疾病保障保険(又は特約)は、責任開始期以降の発病だけでなく、
「所定
の状態」であることが必要である。約款では、この「所定の状態」
とは、急性心
筋梗塞の場合は
「発病以後60日以上労働の制限を必要とする状態が継続する」
となっている。このケースは、1ヵ月後には仕事に復帰しているので給付の対
象とならないのである。契約時に「所定の状態」の定義まで読む人はほとんど
いないであろう。
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