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1. 緒言 

平均寿命は国民の健康の程度を知る手がかり

の 1 つである。筆者は韓国出身のため、当初、韓

国の平均寿命に興味を持った。日・韓の 1980 年

から 2016 年までの平均寿命を比較すると日本は

約 7 歳伸びており、韓国は約 15.97 歳延びている。

韓国は日本の約 2 倍伸びているのである。このよ

うに韓国の平均寿命が急伸長した理由を探る中

で突き当たったのが、1977 年に正式に導入され

た国民健康保険制度である。 
国民健康保険の導入以降、韓国の健康保険は急

成長してきた。実際健康保険導入前（1975 年韓国

開発研究院）の有病者数中で医療サービスを利用

してない者の比率は 40%だったが、健康保険導入

後の 2006 年実態調査ではその比率が 7%にまで

大きく減っているのだ。韓国の平均寿命が伸びた

のは、この制度のおかげではないか。そう考える

と筆者の興味は徐々に国民健康保険制度に移っ

ていった。 
今日の先進諸国を見渡しても健康保険制度を

導入していない国家は見られる。そうしたなか韓

国政府は国民健康保険制度を比較的早い時期に

導入したといえる。それでは一体、何故、韓国政

府は国民健康保険制度を導入したのだろうか。ま

た、導入後、韓国の国民健康保険制度はどのよう

に発展したのだろうか。本研究はこれら 2 つの課

題と向き合うことで、韓国政府の健康政策に果た

した国民健康保険の役割とその課題点について

明らかにすることを目的とする。 
 

2. 研究方法 

本研究は文献研究である。日韓両国の医療保障、

医療保険、および、社会保障全般に関わる先行研

究を検証し、上記研究目的のための先行研究、資

料等を収集、検討した。 
先行研究としては李蓮花(2009)「保健医療政策

―過去は乗り越えられたのか？」、健康保険組合

連会 2017「韓国医療保険制度の現状に関する調

査研究報告書」、金明中(2009)「制度の発展過程か

ら見た日本と韓国の医療保険制度」がある。本研

究はこれら 3 つの先行研究に依拠した。まず、李

蓮花の先行研究では韓国国民健康保険の 1998 年

から 2007 年まで詳しく書かれており、1 章 2 節

「政党政治と国民皆保険」の参考にした。次に、

健康保険組合連会の先行研究では韓国医療保険

制度の沿革と統合一元化の過程、混合診療、民間

医療保険などについて書かれており、2 章 1 節「組

合方式から統合方式へ」で参考にした。最後に、

金明中の先行研究では日・韓の国民皆保険制度の

導入以前の共通点と医療に関することが書かれ

ており、2 章 2 節「統合方式の問題点」ついての

参考にした。どれもそれぞれの時代については詳

細であるが、通史的な検討はなされていない。 
本研究のオリジナリティはこうした各時代の

国民健康保険制度についてまとめられた先行研

究の内容を通史的に捉えるところにある。 
 

3. 結果と考察 

3-1 制度開始から 12 年間で国民皆保険を実現 

 韓国の医療保険法は、朴正煕軍事政権が「無償

医療」を誇りに持っている北朝鮮に対抗するため、

1963 年 12 月 16 日に日本の医療保険制度の分立

的な組合方式(地域又は職域を基礎とする)を採

用し、制定された。この時は経済情勢が悪く実質

的には普及が進まなかった。実質的に医療保険法

が施行されるきっかけとなったのは、1976 年 12 

月 22 日の医療保険法全面改正以後のことであ

る。韓国国家記録員ホームページによると医療保

険制度が全面改正される前、新聞では緊急治療が

必要な人が、治療費がなくて治療を受けられない

という報道がよくなされており、国民の中から医

療保険制度を全国的に実施すべきとする要求が

高まっていたとされている。つまり、国民の声に

後押しされて当医療保険制度は改正・施行に至っ

たのである。 

同法改正の翌 1977 年 7 月 1 日より医療保険

制度は施行される。具体的な施行の過程として、

まず、従業員 500 人以上の大規模事業所から適

用対象となった。その後、300 人以上（1979 年）、

100 人以上（1981 年）、16 人以上（1983 年）、5 

人以上（1986 年）の事業所と適用対象の範囲を

徐々に拡大していった。そして、1988 年 1 月に

農漁村地域医療保険、1989 年 7 月に都市部地域

医療保険が実施されたことで、医療保険の導入か

らわずか 12 年という「世界記録」で韓国は国民

皆保険を実現した。 

日本が医療保険制度の施行から国民皆保険の

実現までに 34 年という年月がかかってことに比

べると韓国の国民皆保険は 12 年と相対的に短い

期間で実現された。その理由は、大きく分けて 3

つある。まず、1986 年上半期に史上初めて貿易黒

字を記録した韓国政府は経済成長に自信を持ち、

1988 年に公的年金制度を実施するなど社会保障

制度を拡大・実施したこと。次に、1988 年にソウ

ルオリンピックを開催することになった韓国政

府が対外的に国家の威信を示すため、戦略として

利用したこと。最後に、有権者の心を掴み、政権

を維持しようとする政治的な目標達成のための

手段として利用されたことである。 

 

3-2 組合方式から統合方式へ 

 1997 年 12 月 31 日、国民医療保険法が制定さ

れ、地域医療保険組合と公務員・私学教職員医療

保険管理公団が統合され、韓国の医療保険は一つ

の公的な組織が運営する「国営保険」で管理する

ことになる。 
 韓国政府が医療保険統合に踏み切った背景と

して、組合方式では被用者を被保険者とする職場
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医療保険組合と公・教公団の財政は安定していた

が、高齢者と相対的に所得が低い農漁民によって

構成されている農漁村組合を含む地域医療保険

組合は慢性的な財政難が続いていたことが挙げ

られる。こうしたなか、韓国政府は医療保険財政

を一元化することにより、ますます増加すること

が予想される地域医療保険組合に対する国の負

担を職場医療保険組合や公・教公団にも負担させ、

個別組合の間の財政的格差を解決し、過疎地域の

国民も十分な医療を受けられるようにするため、

組合方式から統合方式に変えたのである。 
 

3-3 統合方式の現状 

 韓国の医療保険は立法以来、保険料が低く抑え

られ、財源規模が十分ではない。そのため、保険

給付の適用範囲が狭くならざるをえない。いわゆ

る、医療保険の保障率が低い状況である。その為、

韓国政府は混合診療を認めている。混合診療とは

国民健康保険の給付範囲を超える部分に対して

は医療サービスを利用する個人が全額を負担す

ることだ。しかし、混合診療を認めることにより、

国民の医療費負担はますます増加している。韓国

政府は国民の医療費負担を減らすために、2005
年から民間医療保険の利用を認めている。 
 統合方式は、一見すると、全国民が一つの制度

に加入することにより、国民の経済的負担の公平

化が確保され、リスク分散の範囲が大きくなるの

で財政が安定し、さらに国庫補助が縮小できるな

ど、様々なメリットがあると思われがちであるが、

現状を見ると、万能な解決策となり得ていないこ

とが分かる。結果的に国庫補助が縮小した分を民

間医療保険が代替しているというのが韓国の現

状なのである。 
 
4. まとめ 

韓国の医療保険法は、1963 年 12 月 16 日に日

本の医療保険制度の分立的な組合方式(地域又は

職域を基礎とする)を参考にし、制定された。し

かし、経済情勢が好ましくなかったため、制度

の普及が進まなかった。その後、韓国では再び

日本の医療保険制度を手本とし、日本より 50 年

程遅れて 1977 年に施行された。その後 1989 年

に国民皆保険を実現し、現在に至っている。こ

の時点での韓国政府による医療保険法の施行は

国民の要求に応じる動きであった一方で、北朝

鮮に対抗するためだとか、政権維持など必ずし

も国民の立場にたって制度設計されていなかっ

た。また制度の内実が充実しないまま、わずか

12 年で国民皆保険を達成したこともあり、90 年

代に入ると、医療保険法が国民の実態と合わな

いという問題が浮き彫りとなってきた。 
この問題の 1 つに組合方式が存在した。韓国

政府は組合方式の問題を解消するため、1997 年

12 月 31 日、国民医療保険法を制定した。従来

の組合方式では高齢者と相対的に所得が低い農

漁民によって構成されている農漁村組合を含む

地域医療保険組合は慢性的な赤字による財政難

が続いており、個別組合の間の財政的格差を解

決し、過疎地域の国民も十分な医療を受けられ

るようにする必要があった。そこで医療保険財

政を一元化する統合方式を国民医療保険法の下

で採ることになったのだ。 
しかし、統合方式の採用だけでは韓国の医療保

険法が抱える問題は解消されなかった。医療保険

法の立法以来、保険料は低く抑えられ、財源は常

に不十分であったため、韓国政府は混合診療を許

容してきたが、その結果、国民の医療費負担はま

すます増加し、医療費負担を減らすために民間医

療保険への加入が増加している。韓国政府も国民

の民間医療保険の利用を許容しているのが現状

だ。 
現在の韓国の国民健康保険制度には様々な問

題があることは事実である。しかし、このような

韓国の国民健康保険制度の歴史は戦後、国民にお

金がなくて診療を受けられなかった時代に医療

保険法を制定したのと同じ精神で国民の健康の

ために貢献し続けた韓国政府の成果であると考

えられる。 
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