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写真：マナナ・ミカベリッツェ（Manana Mikaberidze）医師 (52) グルジア、ゴリ地方出身。マナナは公的医療保険制度への加入資格が

なく、民間の保険制度に加入する経済的余裕もない。今年初めに子宮頸ガンが見つかり、多額の治療費を親族から借りた。彼女自身、治療

費の支払いができない自分の患者の薬代を肩代わりすることも多い。ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成を目指すグルジア政府の改

革により、マナナのような一般人が必要な医療を受けられるようになることが望まれる。 

ユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジ 
健康保険制度から貧困層が排除される構造的理由 

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）は、最も必要とする人々に対し、彼らの命に直結す

る医療を提供することで数百万人の暮らしを変える可能性を秘めている。UHCとは、全ての人が

貧困に陥る不安を抱えることなく必要な治療を受けられる状態を指す。しかし残念なことに、援

助機関や開発途上国がUHCの名の下で推進する制度の中には、大多数の国民を排除し、貧困層を

取り残すものがある。そのような制度はフォーマルセクターで働く比較的恵まれた層を優先し、

格差を拡大させる。他方、UHCで成果を上げている国々は、支払いが困難な貧困層から保険料を

徴収するのではなく、一般税を単独で、またはフォーマルセクターに課す所得税や国際援助と共

にプールした形で医療予算に充てている。援助機関および各国政府は機能しない保険制度への固

執を排し、全ての人に普遍的で衡平な保健医療を実現する制度に資金を提供すべきである。 
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「オックスファムによる時機を得た、明快、そして重要な意味を持つ刊行

物である。UHCは医療の不平等に対する万能薬として多くの国々で推進さ

れているが、その解釈と実行には、特に資金調達面において根本的な違い

が存在する。本文書では、世界銀行やその他の援助団体が進める健康保険

制度は、最貧困層や最も健康を害している人々にとっては不利でしかない

ことを明らかにしている。より平等な税金ベースのアプローチなくして医

療における平等が実現されることはなく、医療の不平等は我々を脅かし続

けるだろう。」 

デービッド・サンダース（David Sanders）教授 

ウエスタン・ケープ大学公衆衛生学部名誉教授  

 
 

「政府が国内の前払い金を平等に、効率よく、そして持続可能な方法で集

め、利用するような改革を行わない限り、UHCの実現に向けた進展は望め

ないだろう。本文書はUHCのための資金調達におけるいくつかの重要な問

題を明らかにし、現在巻き起こっている論争にプラスの貢献をしてくれる

ものである。」   

ダイ・マッキンタイア（Di McIntyre）教授 

ケープタウン大学保健経済学部 

 
 

「世界で見られたエビデンスから、任意加入あるいは拠出金に依存する保

険では、低中所得国においてUHCを達成することができないことは明確で

ある。この文書では各国の状況に沿った保健システムを導入することで、

富裕層だけでなく、貧困層のニーズにも対応することの重要性を分かりや

すく示している。政府、政策立案者、資金提供者、国際社会は、本書に示

されている提案事項を推進し、富裕層も貧困層も、全ての人々が、必要な

良質の医療にアクセスできるように保証する改革を実施する国々を支援す

べきだ。」 

ジェーン・チュマ（Jane Chuma）博士 

ナイロビ KEMRI-Wellcome Trust Research Programme主任研究員 
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概要 

世界保健機関（WHO）の事務局長マーガレット・チャンが「公衆衛生が

提供すべき最強の概念」と言及する1ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ

（Universal Health Coverage: 以下、UHC）は、国際保健の最重要課題

となっている。UHCの核となるのは、健康への権利である。裕福な人も

貧困にある人も、誰もが経済的困難に直面することなく必要な医療を受

けられるべきである。オックスファムが理解するUHCとは、雇用形態や

経済力に関係なく、誰もが同じ経済的保護を保障され、同じ質の高い医

療サービスを選択できることである。 

UHCの実現に万能な方策は存在せず、各国政府が自国の社会、経済、政

治状況に適した制度を創設する必要がある。しかし、「共通のUHCモデ

ル」が存在しないからと言って、「どのような内容でも構わない」こと

を意味するのではない2。WHOは、UHCを運用するために、4つの重要な

原則を優先すべきと明言している。すなわち、利用者による医療費の直

接負担を減らすこと、義務的前払いを最大化すること、リスクに備え大

きな資金プールを設けること、資金拠出が困難な人々の負担を補うため

に国家財源を使用することである。 

しかし、あまりに多くの事例において上記の原則が守られていない。開

発途上国の多くでは今も利用者の医療費自己負担が常態化している。全

世界で毎年1億5千万人が過度の医療費を自己負担する事態に直面し、1億

人が貧困に陥っている。これは毎秒3人のペースである3。政府や援助機関

の多くがUHCと称して推進・実施しているのは、任意加入の民間もしく

はコミュニティ・ベースの医療保険であり、これらはおしなべて普及率

が低く、運用コストが高く、貧困にある人々を排除するものである。貧

困層を対象とするインドのRSBYと呼ばれる健康保険制度は成功例とし

て広く賞賛されるが、援助される医療費の額が限られる上、汚職や濫用、

コスト増に悩まされ、さらには公的資金の使途を予防医療よりも過度に

治療に偏らせる事態を招いている4 5 6 7。任意加入の保険でUHCと呼べる

状態を達成した国は一つも存在しない。 

任意加入保険の問題点を認識する人々の間では、代替として社会健康保

険（SHI=Social Health Insurance）が評判を呼んでいる。しかし、所得水

準の高い国々では社会健康保険がUHCをもたらしたものの、低・中所得

医療費を自費で負担しな

ければならないため、世

界では毎秒 3 人が貧困に

脱落する。 
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国に同様の雇用ベースの制度を導入する試みは成功していない。社会健

康保険制度の特徴は大規模な排除だと言える。制度導入から10年を経た

タンザニアでは普及率はわずか17％である8。裕福な国でさえ社会健康保

険を迅速に普及させることは容易でなく、ドイツではUHCを達成するま

でに127年かかった。貧困国の人々はそれだけの期間を待つことはできな

いし、待たせてはならない。 

また、たとえ加入が義務付けられていたとしても強制的に社会健康保険

に加入させることは、まず不可能である。したがって社会健康保険は事

実上の任意加入となり、同様の低普及率、逆選択、リスク・プールの分

散という問題を抱える。成功例として広く知られるガーナの義務加入保

険は、今日、人口の36％にしか普及していない9。 

「まずはフォーマルセクターから取り組む」という手法は社会格差を拡

大させ、固定化させるため、避けるべきである。たとえ趣旨はすばらし

くとも、出資ベースの社会健康保険をフォーマルセクターから運用を開

始した低・中所得国の保険のほぼすべてが普及率を上げられずにいる。

その結果、多くの場合において、フォーマルセクター従事者向け制度と、

それ以外の人々のための「保健省」主導の（大抵の場合、給付体系も質

も劣る）制度から成る二層構造となってしまう。 

なお、フォーマルセクター以外の人々が納める保険料が収益を増やして

くれるという期待が実現したことはない。ガーナの国家健康保険制度

（NHIS）にインフォーマルセクターから入る保険料は総額の5％に過ぎな

い10。各国政府はまた、社会健康保険に加入する公務員のために多額の分

担金を負担しなければならない。タンザニア政府は2009/10年度、公務員

のために3300万ドルを負担した。これは公務員一人当たり83ドルに相当

し、同国政府が国民のために負担した年間一人当たり保健医療支出の6倍

である11 12。社会健康保険のために一国の保健医療向け資金が減少する可

能性もある。同制度を導入したカザフスタンでは、徴収した保険料を上

回る額の保健予算削減が財務省によって行われた13。 

効果的な2つの方法 

幸いにも、UHCの実現に向け、独自の資金運用制度を構築する開発途上

国が増えている。その歩みは各々異なるが、いずれの国も医療サービス

の対象者を本人の雇用形態や経済力によってではなく、市民権の有無や

在住者であるかどうかで決めるべきだとしている。低・中所得国は、高

所得国から不適切な医療保険モデルを導入するのではなく、タイやメキ
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シコ、スリランカ、キルギスタン等、条件が比較的近い国々の成功例に

倣うべきである。 

現在、最も成功を収めている国々は衡平性と普遍性（全員加入）の原則

を守り、支払いが困難な人々に保険料を課すやり方は採っていない。そ

の方法は大きく2通りに分けられる。 

一つめは、スリランカやマレーシア、ブラジルのように加入者の所得水

準に関係なくUHCの全費用を税収で賄う方法である。スリランカやマレ

ーシアの国民は税金で運用される保健制度によって、アジアの中で経済

的に困窮する危険から最も保護されていると言える14。ブラジルでは1980

年代後半、人口の半数が保健サービスにカバーされていなかった。しか

し、税金による統一保健制度の導入から20年を経た今、2億に上る人口の

約70％が同制度を利用する15。普遍的で衡平なUHC制度を実現できた低

所得国のいずれもが税収を利用している点は重要である16。  

二つめは、タイやメキシコ、キルギスタンといったUHCに成功している

国々で多く導入されている方法で、フォーマルセクター従事者からのみ

保険料を徴収し、可能であればこれを税収とともにプールして、国民全

員の負担額を捻出する。  

国際的に評価が高いタイのユニバーサル・カバレッジ・スキームは、人

口のわずか12％が収める保険料と国の財源を頼るものである17。タイでは

わずか10年間でヘルスケアを受けられない人が30％から4％未満にまで

減少した18。この制度の恩恵を最も受けているのは貧困層である19。なお

も残る、フォーマルセクター従事者が優遇される非衡平な状況は、タイ

政府が進めている複数のスキームの統合改革で今後の是正が期待される。  

徴収した保険料、税収、そして開発援助を一箇所にプールするという望

ましい傾向は他の国々でも見られる。そのような改革を実施したキルギス

タンでは財源の分散と非衡平性が大幅に解消され、人々の健康状態に改善

が見られた20。南アフリカが導入を予定している国家健康保険では、ヘル

スケアを受ける資格は利用者の資金拠出ではなく市民権や在留資格に基

づくものとなっている。  

全てのUHC成功事例において、税収の活用が重要な役割を果たしている。

しかし残念なことに、社会健康保険（SHI）を「標準的」UHCモデルとみ

なす傾向が強いため、低・中所得国において保健医療に充てる税収を生

み出すための方法が殆ど検討されていない。この盲点に早急に取り組む

べきである。保健医療のための国家歳入の増大は、税収増や税率適正化、

累進課税制度の導入、革新的資金メカニズムの導入によって、最貧国で
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も可能だ。オックスファムは、税行政を強化するだけで開発途上国52カ

国における税収が31％、金額にして2690億ドル増えると見積もっている

21。  

国際連帯の必要性 

国際的な脱税や租税回避の動きに迅速に対処することも、各国の保健財

源確保に重要である。多国籍企業による租税回避行為は開発途上国に年

間1600億ドルの損失をもたらしていると算出される。これは2011年、サ

ハラ以南のアフリカ諸国全てが医療に費やした額の4倍である22 23。  

UHCの実施には、少なくとも短中期的に多額の開発援助が必要である。

WHOによると2015年、自国財源のみでUHCを運用できる低所得国は8カ

国に過ぎない24。効果的な公的保健制度を創設するためだけでなく、将来

の経済的自立に向けて公共財政管理制度や税制を改革するためにも、よ

り長期的で予測可能な援助が不可欠である。UHCを目指す国への最善の

支援方法は、セクター財政支援もしくは一般財政支援である。 

しかしながら、低・中所得国の歳入を増やすだけではUHCへの取り組み

は前進しない。各国政府は保健医療部門への支出を確保・増額し、不効

率な慣行の改善や質の向上に取り組み、効果的で責任ある安全な患者ケ

アを提供することで、政治的意志を具現化しなければならない。各国の

保健省は、コスト削減効果のある予防医療を含む包括的なプライマリー

ヘルスケアに重点を置き、サービス実施能力とアカウンタビリティの向

上に向けて積極的に取り組むべきである。UHCのあらゆる成功例の基礎

にあるのは、このような変革を成し遂げるという政治決意である。 

提言 

開発途上国政府に向けて 

• WHOが示した4つの「重要な原則」に基づく保健財政制度を開発する。

高所得国に見られる雇用ベースの社会健康保険制度を手本にするので

はなく、UHCの実現に向け前進する低・中所得国を例に構築する。 

• 衡平性と普遍性を優先事項として最初から明示し、加入が最も容易で

あるフォーマルセクター従事者から先に制度に加入させるやり方は避

ける。UHC達成に至る全ての段階において、貧困層と富裕層が同様の

恩恵を受けられるようにする。 
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• インフォーマルセクター従事者からの保険料徴収に力を注ぐのではな

く、税制改革によって保健医療のための財源をより効率的かつ衡平に

確保する方法を探る。 

• 再分配を最大化するため、保健医療に関するあらゆる歳入を（フォー

マルセクター従事者の給与税がある場合はそれも一緒に）一箇所にプ

ールする。 

• 国家予算の15％を保健医療に充てると宣言したアブジャ目標を念頭に、

適正な額を予算に組み込む。 

• 政策決定、制度の実施、モニタリングの全段階において、市民社会を

積極的に参画させる。 

高所得国政府および多国間機関に向けて 

• UHCと称し、特に民間やコミュニティ・ベースの任意加入型健康保険

のような不適切な制度の推進を止める。 

• 脱税および租税回避行為に対処する。これらは貧困国がUHCを実施す

るにあたり必要とする資金の調達を阻む。貧困国における税行政能力

向上のための技術協力を含む累進課税制度改革を支援する。  

• 国民総所得（GNI）の少なくとも0.7％を政府開発援助（ODA）として

拠出するとした公約を守り、保健向け援助の効果向上を図る。援助の

多くを長期的なセクターもしくは一般財政支援として供与する。 

• UHCの進展と成果、とりわけ衡平性を適正に計測・評価できるように、

開発途上国政府を支援する。  

市民社会に向けて 

• 普遍性、衡平性、連帯を尊ぶUHCの実現に向け、政府や関係者に対し

連携して働きかけを強める。  

• 政策論議への参加、医療支出やサービス内容のモニタリング、不正行

為を暴くことを通して政府のアカウンタビリティを問う。  

• 影響力を持つドナーが衡平性に欠ける保健財政制度を推進している事

例を告発し、責任を追及する。  

• 公正な税の実現に取り組む市民社会組織や運動体と協力し、地球規模

の脱税や租税回避行為への迅速な対処を呼びかける。 

• フォーマルセクターの労働組合はインフォーマルセクターで従事者と

連帯し、普遍的かつ衡平な保健医療制度の実現を訴える。 

オックスファムは、「UHC」をポスト2015開発枠組みにおける保健医療
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分野の包括目標とすることに対し、世界の保健医療関係者の支持を呼び

かける。UHCに焦点を絞ることによって、保健医療に関連した国連ミレ

ニアム開発目標の達成が促され、増加している非感染症疾患への取り組

みが進み、何よりも重要なことには良質で経済力に関係なく加入できる

衡平な保健医療に対する万人の権利を実現するための包括的取り組みが

促進されるようになる。 
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1 はじめに 

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（Universal Health Coverage：以下、

UHC）は、近年国際保健分野の世界的アジェンダにおいて急速に注目を

集めるようになった、簡素でありながら素晴らしい概念である。UHCの

核心は、裕福な人も貧困にある人も、誰もが経済的に困窮することなく

必要なヘルスケアを受けられることである。オックスファムはこれを、

雇用形態や経済力に関係なく、誰もが同じ経済的保護を保障され、誰も

が同じ質の高い保健医療サービスを選択できることだと理解する。良質

のヘルスケアを受けられることは人間の権利であると同時に貧困や不平

等の解消に欠かせない要素である。  

UHCの実現に万能な方策は存在せず、各国政府は自国の社会、経済、文

化に適した制度を築く必要がある。しかし、「共通のUHCモデル」の不

在は「どのような内容でも構わない」ことを意味するのではない25。WHO

は、UHCを運用する国は4つの重要な原則を優先すべきと明言している。

それらは、利用者による医療費の直接負担を減らすこと、義務的前払い

を最大化すること、リスクに備え大きな資金プールを設けること、そし

て資金拠出が困難な人々の負担を補うために国家財源を使うことである。 

しかし、あまりに多くの事例においてこれらの原則が守られていない。

利用者による医療費負担は国際的に非難されているものの、貧困国では

常態化している。自己負担廃止に向けた国際援助も極めて少ない。任意

加入保険でUHCを達成した国は一つもないにもかかわらず、今なお民間

やコミュニティ・ベースの任意保険スキームがUHCへの道として推奨さ

れている。社会健康保険（SHI=Social Health Insurance）がUHCへの「政

策的経路」とみなされることが多いが、一般にインフォーマルセクター

が多く貧困率も高い開発途上国の社会的、経済的状況は、SHIが成果を上

げる上で好ましい環境ではない。 

幸いにも、タイやマレーシア、スリランカ、ブラジルなど、UHCへの前

進に向けて普遍的かつ衡平な財政制度を独自に構築しつつある国が増え

てきている。各々の具体的政策は異なるが、いずれの国もヘルスケアの

対象基準を、本人の雇用形態や経済力ではなく、市民権の有無や在住者

かどうかに置いている点で共通している。また、これらの国は、保健医

療の普及拡大策を、支払いが困難な貧困層からの保険料徴収ではなく、

国の一般財源や、これをフォーマルセクター従事者の所得への課税とプ
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ールするなどして保健医療予算を増やすことで成し遂げようとしている

ことも共通点である。 

UHCの成功事例が、例外なく一般政府歳入による普及拡大によっている

という事実にもかかわらず、歳入増に向けた方策の研究・模索は、これ

まで驚くほど軽視されてきた。早急にこの盲点に取り組むべきである。

国内的及び国際的な税制改革、また国際開発援助によりUHCに充てる財

源を増大させることが可能であり、これを優先すべきである。  

UHCにおいては、ヘルスケアの提供手段も資金動員と同等に重要である

が、本論ではUHCのための資金動員に焦点を当てる。オックスファムは、

UHCを達成する唯一の方法として個人による拠出金ベースの健康保険に

重点を置く姿勢に疑問を呈する。UHCの実現のため、各国政府、援助機

関、市民社会は、普遍的、衡平、当該国の保健医療政策に沿った包括的

な独自の保健財政戦略を開発すべく、協力し合うべきである。それは、

保健サービスの普及と再分配を最大化するために、あらゆる保健財源を

プールするものである必要がある。オックスファムは各国政府および援

助機関に対し、UHCに向けて前進を遂げている低・中所得国の事例から

学び、それを発展させることを呼びかける。 

UHCは共通の目標であり、各国のスタート地点は異なっていても、所得

レベルに関わらず全ての国がUHCに向け、即、対策を講じることが可能

である。今こそ政治家は、行動を採る意思を示し、市民社会は変革を求

めて団結し、援助機関は支援を強化すべきである。  

解説1： 健康保険モデル 

コミュニティ・ベースの健康保険 (CBHI = Community-Based Health 

Insurance) 

コミュニティ・ベースの健康保険（フランス語圏ではmutuelles de santé）は、

フォーマルセクター以外の人を対象とするコミュニティレベルの任意加入で

非営利の健康保険である。各々のCBHIによって対象者、保障内容、運営方法、

費用が大きく異なる。一般に保険料は一律であるため、収入に対する負担率が

富裕層よりも貧困層で高く、非常に逆進的な性質を持つ。 CBHI は、より広範

な前払い・プール制度が存在しないケースにおいて、一定の経済的保護をもた

らすが、この制度の拡大を通じたUHCの達成は、実現可能性が低い。 

民間健康保険（PHI = Private Health Insurance） 

民間健康保険は営利企業などの民間組織が提供する。この種の保険は、支払い

能力がある人には経済的保護を強め、保健医療サービスの利用を可能にする

が、掛け金が高額なため加入できる人は限られる。開発途上国にPHIが導入さ

れてから25年以上経過したが、一部の限られた人々以外が恩恵を受けられるこ
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とを示す証拠はない。PHIはUHCの実現にほとんど寄与しないばかりか、不平

等を拡大させるため、負の側面もある。 

社会健康保険（SHI = Social Health Insurance） 

社会健康保険は雇用関連のプログラムとして欧州で始まり、次第にその範囲を

非労働人口にも拡大した。SHIの実施例は多様だが、いくつかの共通した特徴

がみられる。ほとんどの事例で加入は義務付けられており、加入者は決まった

保健医療サービスを受けることができる。大多数のSHIは導入時点で全人口を

対象とはせず、フォーマルセクター従事者およびその家族に限定されることが

多い。フォーマルセクター従事者は給与税の天引きという形で保険料を納め、

大抵の場合、事業主にも負担が発生する。制度が誰にでも開かれている場合、

正規雇用外の人々も年間保険料を支払えば加入できる。しかし、信頼できる所

得証明がない場合、加入者の所得に応じたスライド制の保険料設定が困難であ

るため、一般的にインフォーマルセクター従事者の保険料は一律である。SHI

への加入が義務付けられていても、誰もが加入のための支払いができるわけで

はないため、低・中所得国において、SHI制度は実質的に任意加入となる。 
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2 ユニバーサル･ヘルス・カ

バレッジ 

UHCは急速に国際保健業界における最優先事項となりつつある。2012年

12月、国連総会はUHCに関する画期的な決議を採択し、ポスト2015開発

アジェンダにUHCを含めるべきとの主張も高まっている。2013年の世界

保健機関（WHO）総会において、世界銀行グループのジム・ヨン・キム

総裁は、同グループのUHCへのコミットメントを発表した。世界各国が

行動を起こしており、開発途上国では中国、タイ、南アフリカ、メキシ

コなどが、保健医療への公共投資を急拡大させている。多くの、特にア

フリカの低所得国も、UHCに向けた第一歩として、全国民または一部の

国民を対象とした保健医療の無償化政策を導入している。 

このような機運の高まりとともに、各国政府、多国間機関、二国間援助

ドナー、民間財団、学界、市民社会組織など様々な関係者が、UHCの支

持で一致している。しかし、UHCが調子の良い掛け声に終わる危険性も

ある。すでにUHCの名の下に数々の取り組みがなされているが、中には、

画期的な2010年世界保健報告に示されたUHCの原則および目標に沿って

いないものも存在する。  

したがって、UHC論議に臨むに当たり、そもそもUHCの定義について確

認することが必須である。WHOによると、UHCの達成とは、あらゆる人

が貧困に陥る不安を抱くことなく、質の良い保健医療サービス（予防、

健康増進、治療、リハビリ、緩和治療）を受けられる状態を指す。UHC

の実現には、対象サービス、対象費用、対象人口の3つの側面において、

拡充が見られる必要がある（図1）。 

図1： UHCの実現に向けて考慮すべき3つの側面 

「UHCが我々自身に再考

を求めず、改革を迫らず、

日々の改善も求めない、無

力なスローガンに終わる

ことのないよう、共に協力

しなければならない」 

世界銀行グループ総裁 ジ

ム・ヨン・キム 
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出典：WHO 2010 年世界保健報告 

オックスファムにとってUHCとは、普遍性、社会的連帯、そして衡平性

という価値観に基づき構築されるべきものである。UHC改革は、経済力

ではなく必要性に応じて誰もが同じ経済的保護を保障され、同じ良質の

保健医療サービスを選択できるよう、保健サービスへのアクセスにおけ

る不平等の是正を目指すことを明示すべきである。UHCの実現には、医

療を最も必要とする利用者に資源を再分配できるよう、資金をプールす

る仕組みが必要である。各国政府は、保健財源の調達が衡平に行われ、

かつ積極的に再分配されるようにする必要がある。  

UHCとは、まず何よりも健康への権利である。これは、サービスを受け

る資格を雇用や費用負担に連関させる考えからの脱却を伴う。人は、人

であるという事実に基づき手当てを受けられるべきであり、雇用されて

いるかどうかや保険料を支払っているかどうかではなく、市民や在住者

であれば、誰もが資格を与えられてしかるべきである。UHCを真に実現

するためには、各国政府、援助機関、そして市民社会が等しくこのこと

を出発点に据えるべきである。 

重要なこととして、UHCの「漸進的実現（progressive realization）」を、

最も保障しやすいグループから始める、つまり、フォーマルセクター従

事者や高所得者層をまずは対象に含め、時間をかけて残りの人々に普及

させていくアプローチだと解釈するべきではない。そうではなく、制度

設計の当初から衡平性を組み込むことで、政府と援助機関が「漸進的普

遍主義（progressive universalism）」にコミットし、完全普及に向かう

あらゆる段階において、貧困層が少なくとも富裕層と同じだけの恩恵を

受けられるよう保障すべきである26。  

サービス： 

保障されるサービス内容 
対象人口：誰が保障されるのか？ 

経済的保護： 

利用者の自己負担

額は？ 

対象サービス 

の拡大 

対象人口の拡大 

費用負担と利用料金の

低減 

保障 

メカニズム 
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唯一の「処方箋」はないが、4つの重

要な原則がある 

WHOの2010年世界保健報告書は、UHC実現に向けた持続的な前進の可能

性を大きく高める4つの原則を概説している。これによって、保健医療サ

ービスへのアクセスを向上し、莫大な医療費による経済的困窮を回避す

るための公正かつ効率的な財政制度を構築することができる。 

1. 経済的障壁、とりわけ直接支払いの廃止により、

衡平なアクセスを促進 

今日では、医療費の自己負担は「貧者を罰する」27もので、救命医療から

人々を遠ざけるものと広く認識されるようになった。WHOによれば、自

己負担は「保健財政制度としては最も不衡平なもの」である28。毎年、全

世界で1億5千万人が直接支払いの影響で過度の医療費負担に直面し、う

ち1億人が貧困に陥っている。これは、毎秒3人のペースである29。これま

で利用者が負担していた保健費用を肩代わりできる、より効率的かつ衡

平な前払い制度を採用すべきである。 

いくつかの低所得国では、UHCに向けた第一歩として全人口あるいは一

部人口への利用者負担を廃止した。アフリカのマリでは、帝王切開を含

む特定の医療サービスを無償提供する政策が導入された。2005年から

2009年にかけ、マリの帝王切開実施率は倍増し、施設での出産も53％か

ら64％に増加した30。ブルキナファソ、シエラレオネ、ニジェール、ベナ

ン、そしてセネガルも、優先度が高いグループに同様の施策を導入した。

シエラレオネでは妊婦と子どもの医療費の利用者負担を廃止した後、わ

ずか1年で子どもの受診率は214％増加し、妊婦死亡率は61％減少した31。

この間、マラリア治療を受ける子どもの数は3倍に増えた32。ザンビア、

ネパール、アフガニスタンなどの国はさらに一歩進め、全ての基礎保健

医療を無償にした。アフガニスタンでは導入後の一年で利用者が400％増

加した33。2005年、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルが発表した

研究では、医療費の利用者負担をアフリカの20カ国で廃止することによ

り、毎年、5歳未満の乳幼児233,000人の命が救えると試算している34。  

「たとえ少額であって

も、医療費の個人負担は

貧困層のサービス利用を

極端に抑制する。これは

不正義であり、また回避

可能である」 

世界銀行グループ総裁 

ジム・ヨン・キム 



 15 

解説2： 利用者負担が女性に与える間接的影響： マリの事例 

マリにおける医療費の利用者負担が女性に与える間接的影響を調べた2012

年の民俗学的調査では、利用者負担がジェンダー格差を拡大させているこ

とが明らかになった
35
。利用者負担制度は、ヘルスケアに関する意思決断に

おける女性の発言力を減少させた。女性自身に自分や子どもの医療費を負

担できるだけの収入がない場合、彼女たちは夫の決定を待たなければなら

ないと話した。この調査は、利用者負担が「女性やその家族を貧困、病気、

そして無力状態という悪循環に陥れる」様子を説明している。最も深刻な

影響を受けるのは、貧困層家庭と、家庭内において意思決定権を制限され

ている女性たちである。 

2. 前払いの義務化 

保健財政を主に任意加入の保険に頼りながらUHCと呼べる状態を達成し

た国は、一つもない。2010年世界保健報告書も、「任意加入の保険制度

によってUHCを達成するのは不可能」と明言している。支払い可能な人々

の保険料前払いは義務化すべきである。そうでなければ、富裕層や健康

な人々は加入しなくなり、貧困層や病人のニーズを補うだけの資金が枯

渇する。 

図2に示すように、普遍的制度を備える国々の医療支出に対し強制的に徴

収された前払い金が占める割合は60％をゆうに超えている。この図は

OECD（経済協力開発機構）諸国およびUHCが実施されていると広く見

なされている中所得国のデータを基にしている。主に任意保険に依存す

る米国は、OECD設立当初の加盟国の中で唯一、UHCを達成していない36。  

  

医療費自己負担をアフリ

カの20ヶ国で廃止する

と、毎年、5歳未満の乳幼

児233,000人の命を救う

ことができる。 
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図2： 2011年 UHCにおける国内財源の内訳 

 

出典： McIntyre (2012)より  2011年WHO National Health Accountsのデータに

基づき著者が更新 

3. 不可欠な大規模リスク・プール 

社会的連帯の原則とは、富裕層から貧困層への所得面での相互扶助、ま

た、健康な人から病にある人へのリスク面での相互扶助を最大化し、再

分配することである。これは、大きなリスク・プールを通じてのみ実現

でき、その最たるものが、国民全体で統一したリスク・プールである。

個人から徴収した資金を一般歳入や、必要な場合は開発援助とともに、

国の唯一のリスク・プールに蓄える方法は、相互扶助を可能にし、UHC

達成の最も強力な支えとなるであろう37。 

（任意制度に見られるような）比較的少人数の医療を保障する小規模な

リスク・プールでは、リスクを十分に分散することができない。社会を

構成する様々な集団向けに、各々独自の運営・情報システムを持つ複数

の枠組みを設けることも、非効率的であり、長期的な財政の持続可能性

に乏しい。 

韓国、エストニア、ハンガリー、スロベニアといった統一資金スキーム

を有する国々では、オーストリア、フランス、ドイツ、ルクセンブルグ

などの複数スキームの国々と比べ、運用コストが低くなる38。  

総
医

療
支

出
に

占
め

る
割

合
（

％
）

 

義務的前払い料 任意前払い 利用者負担料 

キ
ュ
ー
バ

 

コ
ス
タ
リ
カ

 

イ
ギ
リ
ス

 

フ
ラ
ン
ス

 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 

ベ
ル
ギ
ー

 

デ
ン
マ
ー
ク

 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

 

タ
イ

 

中
国

 

日
本

 

ポ
ル
ト
ガ
ル

 

カ
ナ
ダ

 

ス
イ
ス

 

ス
ペ
イ
ン

 

ノ
ル
ウ
ェ
ー

 

オ
ー
ス
ト
リ
ア

 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

 

オ
ラ
ン
ダ

 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

 

イ
タ
リ
ア

 



 17 

4. 資金拠出が困難な層の保健費用は政府負担で 

UHCの実現のためには、支払いが困難な人々の医療費を補うために十分

な公的資金を政府が調達しなければならない。健康保険制度が確立して

いる先進諸国においてさえ、貧困層の費用をカバーするために政府が一

般財源を投入している（解説3を参照）。 

人口に対して低賃金のインフォーマルセクター従事者の割合が高い貧困

国では、一般政府歳入が特に重要である。ランセット誌に最近掲載され

たレビューによれば、UHCに向けて持続的な前進を続けているアフリカ

ならびにアジアの9カ国に共通する施策は、保障の拡大に税収を利用して

いることである39。 

 

解説3： 一般歳入の支出割合を増やすドイツ 

ドイツでは人口8200万人の内、約7000万人が国の134ある健康保険スキー

ムのいずれかに加入している。各スキームは国家保健基金を通じて資金を

受け取る。基金はすべての義務的保険料（所得の15.5％を雇用主と被雇用

者で負担）をプールし、各保険のリスクに応じ、再分配する。全加入者の

約4分の1は所得がなく（失業者、加入者の配偶者、子ども、両親、育児休

暇取得者など）基金に保険料を納付していないが、この人々も納付者と同

等のサービスを受ける。 

所得から徴収した保険料だけでは、加入者の医療費用をカバーする財源の

不足額が拡大する一方である。多額の運営費、人口の高齢化、コスト増、

さらには民間保険を選択する主に富裕層の国の制度からの脱退などによ

り、政府は資金不足を補うために一般税収への依存を強めざるを得なくな

っている。  

独政府は約10年前に国家保健基金への税投入を開始した。2006年に42億ユ

ーロだった同基金への拠出額は、2009年には140億ユーロにまで増大した。

現在では法令に基づく健康保険スキームの支出の約10％を一般税収が賄う

までになっている。 

UHC達成は旧態からの脱却を要する 

あまりに多くの事例でUHCの4つの基本原則が無視され、従来通りの手法

が用いられている。  

WHO事務局長や、直近では世銀グループ総裁が、医療費の利用者負担を

公に批判しているが、負担廃止への進捗状況は失望を禁じ得ないもので
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あり、また、廃止に向けた国際的支援も極めて不十分なままである。 

任意加入の保険は普及率が低く、運営費がかさみ、貧困にある男女を排

除してきた40。しかし世銀グループや国際労働機関（ILO）、オランダ政

府、さらに最近ではユニセフ41などの援助機関や政府が、そのような任意

加入制度を拡大するために資金・技術援助を継続している。これらの援

助はWHO勧告に沿ったものではなく、UHCへの歩みを妨害する可能性が

ある。 

解説4： インドRSBY － 最も革新的な社会保障制度？ 

2008年にインドで導入された Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY)は、

貧困ライン以下の国民（BPL）を対象とする代表的な国民健康保険制度であ

る。しかし、世界銀行グループやILOがこの制度に対し与えている多大な賛

辞は時期尚早であり、誤解を招く危険性があることが見て取れる。  

2013年7月現在、3500万世帯がRSBYに加入し、同制度が運営されている460

地区の貧困ライン以下の貧困世帯の50％が加入しているとされる。しかし、

この素晴らしい加入率は深刻な格差を覆い隠すものである。ケララ州コジ

コデの加入率は90％だが、マディヤ・プラデシュ州のシブプリでは8％であ

る
42
。制度導入初年度は男性の加入者が女性の1.5倍と多かった。これは、

一世帯につき5人までしか加入できないため男性が優先される傾向にあっ

たためである
43
。さらに、データが更新されていないため、実際の加入者数

と累積加入者数の差が不明であり、発表されている加入者数が実際より過

剰の可能性がある
44
。ガーナで国家健康保険制度の実際の加入者を数えたと

ころ、人口の66％だった加入率が2010年には34％に下方修正された。 

RSBY は加入者に適正な経済的保護を提供していない。この保険は特定の

入院費のみを保障している。しかし、インド国民が自己負担している医療

費の74％は外来診療と医薬品が占める
45
。RSBYは入院費用のみ保障するた

め、費用対効果の高いプライマリーヘルスケアや予防医療に公的資金が十

分充てられない事態を招いている
46
。  

コスト増も大きな問題である。入院費の請求額増加に伴い、保険会社は政

府に対し加入世帯あたり750ルピー（12ドル）の還付では不十分だと主張す

るようになった。ケララ州ではすでに保険会社が政府に対し、規定の還付

限度を10％上回る額を請求している
47
。長期的には人口の高齢化や罹患する

病種の変化、医療費の上昇に伴い、さらなる増額は避けられない
48
。  

残念なことに、医療提供者や保険会社が制度を悪用し、利益を水増しして

いることを示す明白な証拠がある。不正な料金の導入、不当請求、不必要

な治療の提供を通じて、明らかな詐欺行為に関わっている病院が現れた
49
。

グジャラート州ダングでは複数の民間病院が数ヶ月に渡り不当請求を行

い、同地域の請求率
50
を200％以上にまで押し上げた

51
。政府公認の保険会
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社は請求額を抑えるために加入者への保険証の発行を遅らせている。カル

ナータカ州における調査では登録後半年を経ても38％の世帯に保険証が届

いていなかった
52
。さらに深刻な詐欺はインド最大の民間保険会社ICICIロ

ンバードに、実在しない「幽霊」加入者が数千人いたとされる件である
53
。

被害額は算出中であるが、インド政府が被った損失は数千万ルピーに上る

と考えられている。 

民間健康保険 

開発途上国における民間健康保険（PHI=private health insurance）の役割

は限られている。全ての低・中所得国154カ国中、民間健康保険が人口の

10％以上を保障している国は、11に過ぎない54。世銀グループ（特に国際

金融公社）を含む援助機関はPHIの市場拡大に影響を及ぼしている。オラ

ンダの『ファームアクセス（PharmAccess）』や『健康保険基金（Health 

Insurance Fund）』のような団体も、インフォーマルセクターの普及率を

上げるための戦略としてPHIを積極的に推進している55。 

世界で民間保険に大きく依存しているのは南アフリカとアメリカ合衆国

だけであり、それぞれの国の医療支出の42％、32％を占めている56。どち

らの国もUHCを達成できておらず、現下、世界で最も不衡平な保健シス

テムを有する57。 

PHIがUHCの資金運営に不適当なのは、以下に述べるような明確な特徴を

もつからだ。 

• PHIは保険料の支払いが可能な者の経済的保護や医療サービス利用は

促進するが、掛け金が高額のため所得の多い者しか加入できない。 

• PHIはリスクに対する相互扶助を支えるものではない。民間の保険会社

は病気に掛かるリスクが平均以下の人々に魅力的なプランを設計し、

リスクが高い人々を排除する傾向がある。いわゆる「クリーム・スキ

ミング」（いいとこ取り）と呼ばれる手法であり、これは差別を助長

し、女性、高齢者、HIV陽性者といった特定集団を排除しかねない。 

• 政府の強い規制がなければ、PHIはコスト上昇や保健医療アクセスの不

衡平の原因になりかねない。米国のような高所得国でも民間保険の規

制は大きな課題である。大多数の途上国政府は、効果的な規制を行う

行政能力に欠ける。 
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解説5： グルジアの民間医療保険 

グルジアでは人口の20％を占める最貧困層を経済的に保護するため、2006

年、政府は『貧困者のための医療保険プログラム（MIP）』を開始した。

MIPには税金が使用され、民間保険会社が運営にあたる。2011年、MIPは国

の医療予算の43％を占めた。 

加入者は保険料を負担せずにかなり包括的なサービスを受けることができ

る。しかし、大部分の薬代は保障されない。加入基準をめぐる問題のため、

人口の20％の最貧困層の半分がまだ登録されておらず
58
、本来MIPで保障さ

れるべき医療費を自己負担している患者が存在する
59
。全医療支出に占める

自己負担の比率はわずかに減少したものの、未だ70％と極めて高く、この

うち少なくとも半分が薬代である
60
。これまでのところ、MIPは医療の利用

状況や人々の健康状態に変化をもたらしていない
61
。その一方で、保険会社

は多額の利益を上げており、2010年には最大50％の利益を上げる企業もあ

った
62
。  

MIPの対象ではない人々で民間保険に加入できるだけの経済力があるか、雇

用ベースの社会健康保険に加入できている人は少数である。2012年、グル

ジア国民の半数は保険に入っておらず、ほとんど規制のない民営化された

医療システムの下で、自費でサービスを受けている
63
。  

2012年の選挙後、新政権はUHCを目標とする改革を発表した。この改革に

はMIPに加入できない人々に直接サービスを提供するための政府基金の創

設も含まれている。新設される基金は民間保険会社を経由しない。この方

針は歓迎すべきものだが、大きな課題も残る。 グルジアでは保健医療への

投資が少なくプライマリーヘルスケアの質も悪い。これは、規制外の民間

医療提供者が主流であることの影響が大きい。サービス内容（特に医薬品）

と加入者による保険料負担をどうするか、検討が必要である。 

コミュニティ・ベースの健康保険 

(CBHI=community-based health insurance) 

コミュニティ・ベースの健康保険（CBHI、仏語圏ではMutuelles de santé）

スキームは、UHC実現に向けた「経路」として各国政府や援助機関の間で

評判を高めている。この非営利の保険はコミュニティレベルで整備され、

とりわけフォーマルセクターの外にいる人々を対象とする。この保険を保

健医療サービスに関する意思決定へのコミュニティの参加を促すものと

捉えるNGOもあるが、様々な枠組みがあり、市民のエンパワメントを示

す証拠も限定的である64。CBHIは、大規模な前払い制度や資金プールが存

在しない状況下では、経済的リスクからの一定の保護を提供するものの、

これをUHCに拡大できる可能性は小さい。以下はその理由である。  
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• 大抵の場合、加入率が大変低い。国レベルでの普及率が数パーセント

を超える例はほとんどなく65、現在アフリカでは推定人口9億人の内、

加入者は200万人である66。大多数のコミュニティ・ベースの健康保険

が最貧困層に普及しないことを示す強力な証拠がある67。 

• 通常、掛け金の額は一律である。そのため、収入に占める保険料の比

率は貧しい人の方が裕福な人に比べて高く、逆進的な資金調達方法と

なっている68。 

• CBHIは歳入が少なく、長期的な経済的持続可能性に乏しい。さらに、

保険料は低い一方、その徴収にかかるコストは高い傾向がある。コス

ト回収比（出費に対し徴収できた金額）はわずか25％程度である69。

任意加入保険は掛け金の支払いが困難な人々を賄うだけの歳入を生む

ことができず、これは貧困率が高い国々では大きな懸念材料である。  

• CBHIはリスク・プールが小さい。このタイプの258の保険を調べた研

究によると、加入者が10万人を超えていたのはわずか2％であり、半数

以上が加入者500人未満であった70。多額の医療費を保障できる資金に

欠けるため、CBHIは保障対象を一部のプライマリーヘルスケアのみと

するか、高額な専門的・入院治療のみとする傾向にあり、経済的に保

護される範囲が非常に限定されている。 
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3 社会健康保険 

以上のような任意加入保険の問題点を知る人々の一部では、代替策とし

て社会健康保険（SHI）への期待が高まっている。SHIに関する様々な国

際会議やワークショップが開催され、低・中所得国におけるこの制度の

設計と実施は学術研究テーマとなっている71。 

理論上、SHIは大きな可能性を秘めている。保険料の前払いは義務であり、

加入者全員に衡平な分配を保障するべく歳入はプールされる。しかし、

高所得国ではこの保険を全員に普及させることに成功したものの、同様

の雇用ベースの制度を低・中所得国で導入しようとした試みで、成功し

たものはない。最近実施された系統的レビューは、「社会健康保険を拡

大することが多額の保健医療費負担からの経済的保護や保健医療サービ

スへのアクセスを改善すると示す確固たる証拠はない」と結論付けた72。 

開発途上国におけるSHIは、大規模な適用除外が典型的な特徴であり、国

内経済におけるインフォーマルセクターが大きければ大きいほど、加入

者と非加入者の格差も大きくなっている。タンザニアではSHIの導入から

10年を経たが、普及率はわずか17％である（解説6を参照のこと）73。ケ

ニアの『国民病院保険基金（NHIF）』は50年近く前に創設されたが、今

日、人口の18％しか保障していない。ベトナム、ガーナ、ナイジェリア

などの国々では加入者の少なさが最大かつ一向に解消されない課題だと

報告されている。高所得国でさえこれを拡大するのは容易でなく、ドイ

ツでは127年かけてようやくUHCが達成された。貧困国の人々はそれほど

長い期間を待つことはできないし、待たせてはならない。 

割安とみなされる場合でさえ、保険料と自己負担額が大きな経済的障害

となっている。ガーナでは掛け金の支払いが困難であるため多くの国民

が『国民健康保険制度 （NHIS）』に加入できていない74 75。ガーナは人

口の29％が貧困層で、そのうちNHIS加入者はわずか4分の1である76 77。

大多数のSHIが高齢者や貧困層、障害者など特定の人々から掛け金を徴収

していないが、掛け金の支払いが困難な人全員を保障できるだけの資金

は滅多に集まらない。掛け金の免除は、自己負担の免除制度と同様の、

除外・編入を巡る誤認という問題を抱える78。所得を証明する確かな記録

がないため、通常、掛け金は一人1年10ドルというように一律である。こ

れは、世帯収入に対する保険料負担率が最貧困層において最も高くなる、

非常に逆進的な仕組みである。 

「社会健康保険を拡大す

ることが多額の医療費負

担からの経済的保護や医

療サービスへのアクセス

を改善すると示す確固た

る証拠はない。」 

Systematic review on the 
impact of insurance on the 
poor and the informal sector 
(2012)  
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解説6： タンザニアの複数の健康保険制度 

タンザニアの健康保険は制度が乱立し、統制がとれていない。『国民健康

保険制度（NHIS）』はフォーマルセクター従事者、特に公務員の加入を義

務づけている。保険料として給与の6％を雇用主と被雇用者が折半する。加

入者本人およびその扶養家族は国立機関や公認NGO、民間機関、薬局が提

供する保健医療サービスを利用できる。  

『コミュニティ保健基金 （The Community Health Fund=CHF）』は、行政

区単位の任意の前払い制度で、地方のインフォーマルセクター従事者が対

象である。加入世帯は年間3ドルから6ドルの掛け金を一律に支払う。加入

者はプライマリーヘルスケアと予防医療を受けられるが、サービス内容は

NHIS加入者よりはるかに少なく、また、高額なサービスは保障されない
79
。

貧困世帯の加入を妨げている大きな要因は掛け金の負担である
80
。  

タンザニアでは2003年末までに総世帯数の60％が健康保険でカバーされる

と予測されていた
81
。しかし、公式統計によると2010/11年度のNHISとCHF

の加入者は人口のわずか17％である。あとの3800万人のガーナ国民は自費

で医療費の支払いを続けている。 

また、SHIが義務であっても、加入を強制することは困難である。労働人

口の過半数を占めるインフォーマルセクター従事者から保険料を徴収す

る公式なメカニズムはなく、誰もが加入できるだけの経済力を有してい

るわけでもない。したがって低・中所得国においてSHIは、事実上の任意

加入保険となる。そして、任意保険制度と同様に、低普及率や逆選択、

さらには裕福な人が貧しい人を、健康な人が病気の人を支えるという相

互扶助のための資金がプールされないという問題が起きる。義務加入の

成功例として広く推奨されるガーナのNHISも、人口の36％にしか普及し

ていない（解説7を参照のこと）。 

解説7： ガーナの国民健康保険制度 

2004年に導入されたガーナの『国民健康保険制度 （NHIS）』はUHCを約

束するものであった。しかし、開始から約10年を経ても人口の36％にしか

普及していない
82
。残りの 64％は自費で医療を受けている。 

NHIS加入者は、ガーナで一般的に見られる疾病の治療費と医薬品代を保障

される。財源は、総額の70％を付加価値税（税率2.5％）、22％をフォーマ

ルセクター従事者からの給与天引き、5％をインフォーマルセクター従事者

からの年間保険料が占める
83
。 

インフォーマルセクター従事者には補助金が出ているものの、多くの国民

が年間3ドルから22ドルの保険料を支払うことができない。したがって、全
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国民がガーナの付加価値税として課税された2.5％を国民保険料として支払

っているにもかかわらず、低所得世帯の大多数がNHISに加入できず、恩恵

を受けられていない。 

多くの国が、SHIをまずフォーマルセクターから導入しようとしており、

ザンビアとウガンダも目下この方式を検討中である。しかし、趣旨がど

れほど優れていても、この方式を採用した国はフォーマルセクター以外

の人々に保険を普及させるのに苦戦している。中南米での実施例からは、

最初に給与所得者のためにSHIを創設した場合、先に加入した被雇用者・

雇用主の両方に、より貧しい人々の加入によって自分たちの受けるサー

ビスが「薄められる」ことへの根強い反発や、貧困層を補助することへ

の消極的態度がみられる可能性のあることが分かっている。同様の抵抗

は、最近、異なる枠組みを統合しようとしたタンザニアでもみられた84。

結果的に、フォーマルセクター向けのプランとそれ以外の人々のための

（大抵、よりサービスが制限された）「保健省」主導のプランという二

層式の保健システムになることが多い。  

インフォーマルセクター従事者からの保険料が保健歳入を増加させると

の期待が実現したこともない。インフォーマルセクターで働く人々から

掛け金を徴収することは容易ではなく、コストも掛かる。ガーナではイ

ンフォーマルセクター従事者が納める保険料はNHIS総費用の5％に過ぎ

ない85。ルワンダでは、CBHI制度からの歳入は国の2006年医療支出の5％

でしかなく、今では3％近くまで下がっていると思われる86。 

さらに、公務員の主たる雇用主である政府は多額の保険料を負担しなけ

ればならない。タンザニア政府は2009/10年度、公務員のために3300万ド

ルを負担した。これは公務員一人当たり83ドルであり、一般国民一人当

たりの政府の年間医療支出の6倍にあたる87 88。すでに優遇されている層

に、より優れた保健医療サービスを提供することに政府の財源を使用す

ることはそもそも不公平であり、UHCの原則にもとる。 

SHIの導入により、保険料からの歳入が見込めるとして財務省が保健セク

ターにまわす税収確保の手を緩めてしまい、保健予算が縮小する可能性

もある。カザフスタンではSHIの導入をきっかけに、徴収した掛け金を超

える額が保健予算から削減された89。  

SHIは貧困国の社会・経済状況に適しておらず、フォーマルセクターから

導入するという一般的な方式では、むしろ、衡平性やUHCの促進を阻害

しかねない。一方、高所得国では複数の構造的特徴がSHIの効果向上を可

能にする環境をもたらしている。すなわり、フォーマルセクターの規模

2009年度、タンザニア政

府は公務員の保険料のた

めに3300万ドルを負担し

た。これは公務員一人当

たり83ドルであり、一般

国民一人当たりの年間政

府医療支出の6倍に相当

する。 
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が大きいこと、貧困率が低いこと、一家族あたりの人数が少ないこと、

そして保険基金を運営・規制する政府の能力が高いことなどである90。大

多数の低・中所得国では、これらの要素が決定的に欠けている。 

開発途上国は、不適当な健康保険モデルを高所得国から導入するのでは

なく、より条件が近い国で次々と独自に開発されているUHCの成功例か

ら学ぶべきである。 
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4 効果的な２つの方法 

タイ、マレーシア、スリランカ、ブラジルなど、衡平かつ普遍的な独自

の保健財政制度を用いて大きな前進を獲得する国が増えてきている。そ

れぞれの歩みは異なるが、成功を収めている国々はフォーマルセクター

外の人々から掛け金を徴収することは複雑な上、費用もかかると認識し

ている。したがって、大多数の国民を保障するために公的資金に大きく

依存している。これらの国々は、利用者による自己負担を廃止し、前払

いを最大限義務化し、大きなリスク・プールを設け、人口の大多数を保

障するため政府の一般財源を利用せよとするWHO勧告を実施しようとし

ている。何よりも重要なのは、この国々がヘルスケア対象者の基準を雇

用形態や経済力ではなく、市民権や在留資格に置いていることである。 

これまでのところ、UHCに向けて最も前進している国々は大まかに二つ

のタイプに分類される。ひとつは、UHCを税収で運営するタイプで、こ

の方式を採用する国は、スリランカ、マレーシア、ブラジルなど、すべ

ての所得レベルに広がる。 

税金で運営されるスリランカの保健システムは極めて貧困層に手厚いも

ので、近代的な保健医療を低価格で全国民に提供する。保健医療に拠出さ

れる国家予算はわずか7％だが年々制度は効率化され、人々の健康状態も

他の開発途上国より改善している。スリランカとマレーシアの国民は、税

金で運営される保健システムによってアジアの中で最も経済的リスクか

ら保護されている91。スリランカで医療費負担が原因で貧困に陥る世帯は

毎年0.3％に過ぎない92。この国は様々な公衆衛生の課題を抱えており、健

康に影響を与える社会や環境の問題に早急に取り組む必要はあるが、医療

費に関して大きな前進を見せていることは、正しい方向への一歩である。 

ブラジルでは1980年代後半、人口の半数がいかなる保障の対象にもなっ

ていなかったが、税収を活用した統合保健システム導入から20年を経た

現在、人口2億の約70％が同制度を通じてヘルスケアを受けている93。こ

のブラジルの『家族保健プログラム（Programa Saúde da Família）』は、

最も加入させやすい人を優先するのではなく、最初に恵まれない集団の

加入率増加を意図したものであったが、これはほぼ達成された。ブラジ

ルのヘルスケアに対する公的支出は1995年から2011年の間に2倍に増え、

この間、5歳未満の乳幼児死亡率は、これまでに行われたどの取り組みよ

りも速く低下した94。しかし、ブラジルは数々の課題にも直面している。
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この制度は創設時から資金不足であるため、ヘルスケアの質に影響が出

ている。2013年、ブラジルで起きた抗議デモが他でもない医療支出が不

十分であることに対して行われたことは注目に値する。 

税収で運営する利点は、国家レベルでリスク・プールを設置しやすく、

特に大規模なインフォーマルセクターを抱える国においては社会健康保

険よりも大きな歳入ベースを得られる可能性があることである。税収に

よる運営であれば、経費のかかる保険運用制度をゼロから創設する必要

がなく、保健資金の動員と分配の両面において、人口全体に対して最も

公平な制度であることが証明されている95。 

成功国が採用するもうひとつの方法は、正規労働者からのみ保険料を徴

収し、可能ならばそれを国家歳入とともにプールし、全人口に保健サー

ビスを提供するものである。 

タイの保健システムは、所得に対する保険料徴収は人口のわずか12％に

対してのみ行われており、国際的評価の高いユニバーサル・カバレッジ・

スキームの財源は一般財源で賄われている（解説8を参照のこと）96。税

収で支えられるメキシコの健康保険制度（Seguro Popular）は、導入から

わずか10年間で、正規の社会保障制度の外にいる5200万人をカバーする

までに拡大した97。しかし、タイもメキシコも、リスク・プールがわかれ

ており、フォーマルセクターの従事者、とりわけ公務員の方が多くの恩

恵を受けられるという問題を抱える98 99。 

 

解説8: タイのUHC 

2002年にユニバーサル・カバレッジ・スキームを導入するまで、タイでは人

口の約3分の1が保健サービスを保障されていなかった
100

。カバーされていな

い者の大多数はインフォーマルセクターで雇用されており、その多くが貧困

のため保険金の支払いが困難であった。この点を考慮したタイ政府は国家歳

入からの拠出を決め、そこに約5千万人分の資金をプールしている。 

タイではわずか10年間で保健サービスにカバーされていない者が人口の

4％未満にまで減少し、保健サービスへのアクセスと経済的保護が改善され

た
101

。最も恩恵を受けているのは貧困にある人々で、最貧困層世帯が過度

の医療費負担に直面する比率は2000年の4％からUHCが達成された2006年

では0.9％に減少した
102

。 

タイの成功はまた、プライマリーヘルスケアへの大規模な投資と必須医薬

品および人材の確保のために行動した結果でもある。これには、力強い政

治的コミットメントと市民社会の積極関与が極めて重要であった。 
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質の良い保健医療を全員に平等に提供するためのより公正、かつ、より

効率的と思われる方法は、税収やフォーマルセクターの給与天引き、国

際的な開発援助金など、あらゆる保健財源を蓄えるための単独のリス

ク・プールを国レベルで設けることである。これについて歓迎すべき動

きがみられる。キルギスタンとモルドバ共和国では、フォーマルセクタ

ーからの給与税と税収を一緒にプールすることでUHCの財源としている

103。こうした取り組みを行う国々は未だ少ないが、しかし確実にその数

を増やしつつある。キルギスタンでは一連の改革により資金の分散や不

衡平な状況が劇的に是正され、プライマリーケアが活性化し、人々の健

康状態にも改善がみられた（1997年から2006年で、乳幼児死亡率が約

50％減少）104。モルドバではプールした保健予算（3分の1が給与税、3

分の2が一般税収）が制度の衡平性を高め、全ての所得層において医療費

の自己負担を軽減させた105。 

タイでは衡平性と効率性を高めるべく別々になっている複数の保険基金

を統合しようとしている。南アフリカでは国民健康保険の導入によって

保健医療をめぐる多大な格差の是正を目指す提案がなされている。これ

は雇用形態や国民健康保険基金に直接保険料を納付できるか否かに関係

なく、包括的な保健医療サービスを受ける資格に基づき、全ての市民お

よび合法の長期在留者が必須のヘルスケアを受けられるというものであ

る106。 

解説9： 受け身ではなく積極的にヘルスケアを購入する 

UHCの実現には、財源をプールするとともに、その財源が全ての人への有

効な保健医療の提供に利用されるよう、政府が積極的に関与することが重

要だ
107

。保険モデルについてよくいわれる「購入主体と供給主体の分離」

が、サービス提供者にサービス改善とアカウンタビリティ向上に向けたイ

ンセンティブを与える唯一のやり方だとする考え方は、誤りである。世界

銀行のアダム・ワグスタッフが表明したように、実際は「社会健康保険の

購入主体の方が税金で運営する制度の購入主体より効果的であることを示

す説得力ある証拠はなく、その逆の主張もある」
108

。  

有効性が不明な制度設計を推進するよりも、保健財政制度の如何を問わず、

成功を収めている国々の政府がいかに受動的ではなく積極的な購入主体へ

と変化を遂げたかに注目すべきである。これらの国の政府が国民の保健サ

ービスに対する需要をどう把握し、それに応えるべくいかにサービスをそ

の需要に整合させ、供給主体に品質向上へのインセンティブとなるような

支払いをいかに確立し、そのサービスをどう監視し、不十分な場合はどの

ような措置をとっているかを理解することが必須である
109

。 
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5 UHC実現に向けた税収の

拡大 

UHCのあらゆる成功例で主要な役割を果たしているのが税金の拠出であ

る。残念なことに社会健康保険を事実上の「UHCモデル」とする見方が

あるために、低・中所得国において、保健医療に充填する税収を増やす

方策について探究がなされずにきた。この見過ごされてきた課題に早急

に取り組むべきである。  

一般的に各国政府や援助機関は、保健医療への支出を増やす財政的余裕

はないと考えているが、この前提を問い直す必要がある。最貧国でさえ、

現行の税制の改善、不要な免税措置の廃止、税率の適正化、新しい累進

課税制度や革新的資金メカニズムの導入によって歳入を増大させること

が可能だ。IMFは各国の潜在的財政力と実際の国家歳入を調べ、低所得国

では潜在力のわずか78％、低中所得国ではわずか63％の歳入しか得てい

ないことを明らかにした110。ケニア公共政策研究分析所（KIPPRA）と租

税正義ネットワーク（Tax Justice Network）による分析では、ケニアに

は手がつけられていない潜在的課税額が計2440億ケニアシリング（28.6

億ドル）ある。これは政府の保健医療支出の2倍を超える額である111, 112。  

第一歩は税行政の改善 

税収が推定より少ない理由として、税務当局の能力不足や国内の脱税行

為、税・関税担当局における腐敗が挙げられる。したがって、税行政を

強化してこれらの問題に対処することは、税収を増やすための重要な第

一歩である。オックスファムの試算では、開発途上国52カ国の徴税方法

を改善することで税収を31.3％、額にして2690億ドル増やすことが可能

である113。インドネシアは、税制の運用改善と効率化によって、政府支

出に大きな恩恵を得た（解説10を参照のこと）。 
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解説10： インドネシアの税行政簡素化 

2001年、インドネシアは単一の納税者登録名簿を作成し、コンプライアン

スを高めるために税行政を簡素化した。政府は明快で理解しやすく、一貫

性を持って適用される税法を草稿し、汚職を一切認めない方針を採用した。

援助ドナーは、課税可能な所得を把握する電子システムの開発といった技

術援助などを通じて、税務当局を積極的に支援した。この結果、導入から

の5年間で、インドネシアは石油以外による税収を実質38％も増大させるこ

とに成功した
114

。 

累進課税の強化 

IMFを含む諸機関からの助言もあり、開発途上国では付加価値税などの間

接税が大変普及している。しかし、付加価値税は収入に対する税負担比

率が貧しい世帯ほど高くなるという逆進的性格を持つ。この逆進性を回

避しつつ税収を上げる様々な選択肢がある。  

多くの国々で、資産家や企業に対する課税率を引き上げる余地がある。

OECD加盟国の最富裕層の所得税率は平均40％だが、25％以上の所得税

率を設ける開発途上国は皆無に等しい115 116 117。海外直接投資を呼び込む

ための競争が不要な免税措置を横行させた。開発途上国は法人税免税に

より毎年1389億ドルを取り逃していると算定される118。世界銀行グルー

プによる最近の調査では、東アフリカ地域への投資家の93％が、税の優

遇措置がなくても投資を行っていただろうと回答している119。 

財産税、また自動車や電化製品など贅沢品への課税によってもUHCに拠

出する税収を増やすことができる。インドネシアでは贅沢品に10％～

200％の付加価値税が掛かる120。タバコ、アルコール、糖度の高い食品な

どに掛けるいわゆる「悪行」税は、財源となると同時に健康を促進させ

るという利点がある。WHOは、低所得国22カ国がタバコ税を50％引きあ

げることで新たに14.2億ドルの歳入が生まれると算定している121。 

解説11： 急速に税収増の見込みが高まるケニア 

過去10年間、ケニアでは税収の対GDP比が15％から約20％に高まった。増

収の大部分は活発な企業活動がもたらす法人税と個人の所得税で、GDPの

9.9％を占めている。ケニア政府はまた、電子マネーの送金に課す金融取引

税のように革新的な財源を取り入れ、GDPの0.1％に相当する追加的な税収

増を見込んでいる。 
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ケニアは国と地方に開発基金を設置し、公的支出の透明性を高めてきた。

『地方政府交付基金（The Local Authority Transfer Fund : LATF）』は国の

個人所得税歳入の5％を受け取り、地域レベルの取り組みについてアカウン

タビリティを負う。この基金は、『全国納税者同盟 （NTA）』のような市

民社会組織の市民報告カードを利用した取り組みによって、監視されてい

る。 

金融取引に対する低率課税、また、巨大企業や高収益企業への課税など

革新的資金メカニズムを模索する国は少なくない。ガボンは2009年、送

金を扱う企業の税引後利益に対し1.5％課税し、携帯電話会社に10％の課

税を実施することで保健医療の財源を3000万ドル確保した122。 約40の開

発途上国で、様々な形態の金融取引税が導入されている123。 

資源開発会社の採掘権料から得られる税外収入も、とりわけアフリカ諸

国ではUHCに運用できるだろう。IMFによると、サハラ以南のアフリカ諸

国45カ国中20カ国が天然資源の大規模輸出国である124。このうち10カ国

では、すでに天然資源がもたらす公的歳入がその他全ての歳入総額を上

回っている。歳入を公平に分配する方法が確立されるなら、天然資源の

新発見は多額の歳入増をもたらす可能性がある。優れた統治と透明性を

確保することにより、ダイヤモンド輸出がもたらす収益を公共サービス

に確実に利用しているボツワナは良い例である。 

国際連帯の必要性 

国際的な脱税や租税回避に迅速に対処することも、貧困諸国の財源確保

を助ける。オックスファムの推計では世界各地のタックスヘイブンに少

なくとも18.5兆ドルの個人資産が隠匿され、1560億ドル以上の税喪失を

もたらしている。この損失額は全世界の人々が極度の貧困ラインである

「1日1.25ドル」を上回る暮らしをするために必要とされる金額の2倍で

ある125。また、多国籍企業による租税回避行為は開発途上国に年間1600

億ドルの損失をもたらしていると試算される126。これは、サハラ以南の

アフリカ諸国の2011年の医療支出総額の4倍を超える127。  

富裕国への圧力が高まった結果、英国で開催された先のG8サミットおよ

びロシアのG20サミットにおいて、首脳たちは税情報を共有する新たな措

置に合意した。この措置が完全に実施されるためには、相当の政治的コ

ミットメントが求められる。 

オックスファムは、タック

スヘイブンにより失われ

た税収は 1560 億ドルを超

えると推定している。これ

は全世界の人々が極度の

貧困ラインである「1 日

1.25 ドル」を上回る暮らし

をするのに必要な金額の 2

倍である。 
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UHCの達成には引き続き、少なくとも短・中期的にかけて、多額の開発

援助が必要である。WHOによると、2015年、自国財源のみでUHCを運用

できるのは低所得国49カ国中8カ国だけに過ぎない128。  

開発援助は、「効果的な開発協力のための釜山パートナーシップ」の原

則に則って、被援助国の政府と市民をエンパワーすることを通じて、民

主的なカントリー・オーナーシップを支える形で行わなければならない。

UHCを目指す国への最善の支援方法は、セクター財政支援もしくは一般

財政支援である。エチオピアでは、援助を政府の資金チャネルを通じて

提供したことで、大幅な健康状態の改善がみられた。9つの国際機関がエ

チオピアの『MDG実績基金（MDG Performance Fund）』に資金支援を

行い、インフラや人材を含む国の保健セクターの不足を補っている129。 

保健システム強化に加え、将来の経済的自立に向けて公共財政管理制度

や税制を改革するためにも、より長期的で予測可能な援助が不可欠であ

る。高所得国が国際公約をすぐにでも果たせば、低所得国が保健医療に

あてることのできる財源は一夜にして2倍以上に増える130。 

しかし、低・中所得国の歳入を増やすだけではUHCの実現には十分では

ない。各国政府は十分な資金を保健分野に拠出し、効率向上や質の向上

に取り組み、効果的で責任ある安全な患者ケアを提供することで、政治

的コミットメントを具現化しなければならない。また各国保健省は、予

防医療を含むプライマリーヘルスケアに重点を置き、サービス実施能力

とアカウンタビリティの向上に積極的に関与することで、最大限の健康

増進を図ることを目的に、最も効率的かつ効果的な資金配分を検討すべ

きである。UHCのあらゆる成功例の基礎にあるのは、このような変革を

成し遂げるという政治的意思である。 

  

先進国が国際公約をすぐ

に果たせば、低所得国が保

健医療にあてることので

きる財源は一夜にして 2

倍以上に増える。 
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6 結びと提言 

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに対するモメンタムの高まりは歓迎

すべきものであり、心躍る挑戦である。UHCは、最も必要とする人々に

ヘルスケアを提供することで無数の人々の暮らしを変える可能性を秘め

ている。その実現には開発途上国政府、援助機関、そして市民社会それ

ぞれに果たすべき役割がある。 

UHCは普遍性、社会連帯、衡平性という価値観に基づくものであるべき

だ。その制度は創設時から衡平性を保障すべきで131、全段階において少

なくとも貧困層も富裕層と同じだけの恩恵を受けられるようにすべきで

ある132。そうでなければ、UHCの名の下に実施される保健財政改革は既

得権層を優先し、最貧しく周縁化された人々、とりわけ女性を後回しに

するため、格差を助長してしまう可能性がある。 

UHC達成を実現する万能な方策はないが、政策決定者はWHOが提唱する

保健財政に関する4つの大原則を重視すべきである。自己負担を減らし、

義務的前払いを最大化し、大規模なリスク・プールを設け、人口の大多

数を保障するために政府歳入を使用する方法が最も成功しやすい。 

しかし、あまりに多くの事例でこれらの原則が無視されている。医療費

の利用者負担は国際的に非難されているものの、今なお貧困国で行われ

ている。世界では、医療費負担が原因で毎秒3人が貧困に陥っている。任

意加入の保険を利用してUHCを達成できた国は一つもないが、影響力を

もつ援助機関によって今なお民間もしくはコミュニティ・ベースの保険

スキームが促進されている。また、「社会健康保険スキームを広範に拡

大することで医療費負担による家計崩壊からの保護を強化し、保健サー

ビスへのアクセスを改善できることを示す確固たる証拠はない」133。  

幸いにもUHCに向けて普遍的かつ衡平な保健財政制度を構築する低・中

所得国が増えている。各々の道のりは異なるが、どの国にも共通するの

は、保障対象の基準を雇用形態や経済力ではなく市民権の有無や在留資

格におくべきだとする理解である。また、これらの国々は、支払いが困

難な貧困層から保険料を徴収するのではなく、UHC実現に向け、保健医

療費を国家予算から拠出することを優先した。これには、全額を一般税

収で賄う場合と、これをフォーマルセクターからの給与税とともにプー
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ルする場合がある。各国政府と援助機関はこれらの国々の体験に学び、

その上に施策を立てるべきである。 

良質なヘルスケアを全ての人に保障するための鍵が公的資金の投入であ

ることを示す証拠は明白だ。しかし、どうすれば保健医療に充てるため

の税収を増やせるかという重要な問いは殆ど追究されていない。この盲

点に至急、取り組むべきである。最貧国であっても、徴税方法の改善や

税率の適正化、新しい累進課税制度の導入により、保健医療に充てる国

内の税収を増やすことができる。このような努力は、脱税や租税回避を

追及する国際的な税制改革によってグローバルレベルで支援され、補完

されるべきである。より長期的かつ予測可能な開発援助も重要だ。UHC

を目指す国への最善の支援方法は、セクター財政支援もしくは一般財政

支援である。 

あらゆる国がUHCに向けて今すぐ手を打つことが可能であり、そうする

国は報われるであろう。各国政府、援助機関、そして市民社会は、普遍

的、衡平、かつ実施国の保健計画に準じ、保健医療のためのあらゆる財

源を網羅した国家保健財政戦略を構築すべく、協力すべきである。同時

にこの三者は、UHCへの歩みを逸脱させる恐れのある、効果が未証明の

リスクが高い政策を中止すべきである。 

提言 

開発途上国政府に向けて 

• WHOが示した4つの「重要な原則」に基づく保健財政制度を開発する。

高所得国に見られる雇用ベースの社会健康保険制度を手本にするので

はなく、UHCの実現に向け前進する低・中所得国を例に構築する。 

• 衡平性と普遍性を優先事項として最初から明示し、加入が最も容易で

あるフォーマルセクター従事者から先に制度に加入させるやり方は避

ける。UHC達成に至る全ての段階において、貧困層と富裕層が同様の

恩恵を受けられるようにする。 

• インフォーマルセクター従事者からの保険料徴収に力を注ぐのではな

く、税制改革によって保健医療のための財源をより効率的かつ衡平に

確保する方法を探る。 

• 再分配を最大化するため、保健医療に関するあらゆる歳入を（フォー

マルセクター従事者の給与税がある場合はそれも一緒に）一箇所にプ

ールする。 
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• 国家予算の15％を保健医療に充てると宣言したアブジャ目標を念頭に、

適正な額を予算に組み込む。 

• 政策決定、制度の実施、モニタリングの全段階において、市民社会を

積極的に参画させる。 

高所得国政府および多国間機関に向けて 

• UHCと称し、特に民間やコミュニティ・ベースの任意加入型健康保険

のような不適切な制度の推進を止める。 

• 脱税および租税回避行為に対処する。これらは貧困国がUHCを実施す

るにあたり必要とする資金の調達を阻む。貧困国における税行政能力

向上のための技術協力を含む累進課税制度改革を支援する。  

• 国民総所得（GNI）の少なくとも0.7％を政府開発援助（ODA）として

拠出するとした公約を守り、保健向け援助の効果向上を図る。援助の

多くを長期的なセクターもしくは一般財政支援として供与する。 

• UHCの進展と成果、とりわけ衡平性を適正に計測・評価できるように、

開発途上国政府を支援する。  

市民社会に向けて 

• 普遍性、衡平性、連帯を尊ぶUHCの実現に向け、政府や関係者に対し

連携して働きかけを強める。  

• 政策論議への参加、医療支出やサービス内容のモニタリング、不正行

為を暴くことを通して政府のアカウンタビリティを問う。  

• 影響力を持つドナーが衡平性に欠ける保健財政制度を推進している事

例を告発し、責任を追及する。  

• 公正な税の実現に取り組む市民社会組織や運動体と協力し、地球規模

の脱税や租税回避行為への迅速な対処を呼びかける。 

• フォーマルセクターの労働組合はインフォーマルセクターで従事者と

連帯し、普遍的かつ衡平な保健医療制度の実現を訴える。 

オックスファムは、「UHC」をポスト2015開発枠組みにおける保健医療

分野の包括目標とすることに対し、世界の保健医療関係者の支持を呼び

かける。UHCに焦点を絞ることによって、保健医療に関連した国連ミレ

ニアム開発目標の達成が促され、増加している非感染症疾患への取り組

みが進み、何よりも重要なことには良質で経済力に関係なく加入できる

衡平な保健医療に対する万人の権利を実現するための包括的取り組みが

促進されるようになる。 



36 

注釈
 
1
 Chan, M. (2012)「Address to the 65

th
 World Health Assembly」世界保健機関（ジュネーブ）で発表されたスピーチ 

2
 Kutzin, J. (2012) 「Anything goes on the path to universal coverage? No」Bulletin of the World Health Organization 90: 

867-868 入手先＜http://www.who.int/bulletin/ volumes/90/11/12-113654/en/ - R10＞（最後のアクセス 2013 年 6 月

17 日） 

3
 Xu, K, Evans D、 Carrin G, Aguilar-Rivera AM、 Musgrove P, Evans T (2007)「Protecting households from catastrophic 

health spending」『Health Affairs』 26(4): 972-983. 

4
 Balooni K、Gangopadhyay K、Turakhia S、Karthik RG. (2012) 「Challenges in the Sustainability of a Targeted Health 

Care Initiative in India」『IIM Kozhikode Society & Management Review』1(1):21-32. 

5
 Sinha K (2012) 「Unnecessary procedures on the rise in govt hospitals too : Report」2012 年 10 月 15 日付『The Times 

of India』（オンライン）入手先＜http://articles.timesofindia. 

indiatimes.com/2012-10-15/india/34471569_1_health-insurance-rsby-health-care＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 2

日） 

6
 Shivakumar, G. (2013) 「Government paid private insurer crores in premium for ghost beneficiaries」2013 年 9 月 2

日付『The Hindu Online』（オンライン）入手先＜

http://www.thehindu.com/news/national/government-paid-private-insurer-crores-in-premium-for-ghost-beneficiaries/a

rticle5083382.ece?homepage=true＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 4 日） 

7
 La Forgia、G and Nagpal, S (2012)「Government-sponsored health insurance in India: Are you covered?」ワシント

ン D.C.、世界銀行 

8
 National Health Insurance Fund（2011）（オンライン）「Fact Sheet: Inside NHIF 2001/02 to 2010/11」入手先＜

http://www.nhif.or.tz/index.php/about-nhif/rreports＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 27 日） 

9
 ガーナ国民健康保険局 2010 年次報告では加入人口は 34%としていた。NHIS は、2013 年 9 月、加入人口は 900 万

人であると発表した(http://graphic.com.gh/General-News/nine-million-ghanaians-use-health-insurance.html)。これは

ガーナ全国民 2,500 万人の 36%である。 

10
 Amporfu, E. (2013) 「Equity of the premium of the Ghanaian national health insurance scheme and the implications for 

achieving universal coverage」International Journal for Equity in Health、12:4. 

11
 National Health Insurance Fund Tanzania (2010) 「NHIF Actuarial and Statistical Bulletin」入手先＜

http://www.nhif.or.tz/index.php/about-nhif/rreports＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 26 日） 

12
 WHO によると、2010 年の政府の国民 1 人当たり医療支出は 14.4 米ドルであった

(http://apps.who.int/gho/data/view.country.20700 のデータより)。一人当たりの NHIF への支払い額は、雇用者が支

払った分担金の総額と 2009/10 年度 NHIF 加入者数より算出している。 

13
 Elovainio、R. and Evans, D. (2013) 「Raising and spending domestic money for health」Centre for global health working 

group papers: working group on financing paper 2, ロンドン、チャタム・ハウス（王立国際問題研究所） 

14
 Rannan-Eliya, R.P. (2010)「Redistributive impacts of financing and delivery in Sri Lanka’s healthcare system」2010

年 11 月 16 日、モントルーでの保健医療システム研究に関するグローバルシンポジウムでのプレゼンテーションよ

り。入手先＜http://www.ihp.lk/publications/pres_doc/pres101116.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 27 日） 

15
 2012 年、ブラジル国民の利用していた保険は、60%が SUS のみ、8%が主に SUS、14%が SUS と民間保険、9%

が主に民間保険、10%が民間保険のみであった。Couttolenc B および Dmytraczenko T (2013) 「UNICO Studies Series 

2: Brazil’s Primary Care Strategy」、ワシントン D.C.、世界銀行 入手先＜

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/01/31/000425962_20130131142

856/Rendered/PDF/749570NWP0BRAZ00Box374316B00PUBLIC0.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 12 日） 

16
保健システム強化に向けたグローバル・アクション・タスクフォース (2009)「G8 北海道洞爺湖サミット・フォロ

ーアップ―保健システム強化に向けたグローバル・アクション：G8 への提言」東京、日本国際交流センター 入

手先＜http://www.jcie.org/researchpdfs/takemi/full.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 27 日） 

17
 Wagstaff, A. (2007) 「Social Health Insurance Reexamined」『World Bank Policy Research Working Paper 4111』

ワシントン D.C.、世界銀行 

18
 世界保健機関 (2010)「World Health Report: Health systems financing, the path to universal coverage」ジュネーブ、

世界保健機関 

19
 最も貧しい五分の一の人々が高額の医療費に直面する割合は 2000 年では 4%であったが、2006 年には 0.9%に減

少した。Missoni, E. (編) (2010) 「Attaining Universal Health Coverage: A research initiative to support evidence-based 

advocacy and policy-making」ミラノ、ボッコーニ大学国際医学グループ 入手先＜

http://www.pacifichealthsummit.org/downloads/UHC/Attaining%20Universal%20Health%20Coverage%20A%20rese

archinitiative%20to%20support%20evidence-based%20advocacy%20and%20policy-making.PDF＞（最後のアクセ

ス 2013 年 6 月 25 日） 

20
 Kutzin J, Jakab M および Shishkin S. (2009) 「From scheme to system: social health insurance funds and the 

transformation of health financing in Kyrgyzstan and Moldova」Chernichovsky D.、Hanson K. (編)「Innovations in 

Health System Finance in Developing and Transitional Economies」『Vol. 21, Advances in Health Economics and 

Health Services Research』より ビングレー、Emerald Group Publishing 

21
 Itriago, D. (2011) 「Owning Development: Taxation to fight poverty」マドリード、オックスファム・スペイン 

22
 クリスチャンエイド (2008) 「Death and taxes: the true toll of tax dodging」ロンドン、クリスチャンエイド 入手

先＜http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 11 日） 

 

http://www.nhif.or.tz/index.php/about-nhif/rreports
http://www.ihp.lk/publications/pres_doc/pres101116.pdf


 37 

 
23

 Global Expenditure Database（オンライン）より「2011 年、サハラ以南のアフリカ諸国全てにおける医療への財

政支出総額は 3640 億ドルであった」入手先＜http://apps.who.int/nha/database/DataExplorerRegime.aspx＞（最後

のアクセス 2013 年 7 月 2 日） 

24
 世界保健機関 (2010) 「Constraints to scaling up the health Millennium Development Goals: costing and financial gap 

analysis」ジュネーブ、世界保健機関、Background document for the Taskforce on Innovative International Financing 

for Health Systems 

25
 Kutzin (2012) 前掲書 

26
 Gwatkin, D および Ergo, A (2010) 「Universal health coverage: friend or foe of health equity?」『The Lancet』、

377(9784):2160-2161. 

27
 Chan, M. (2013 年 2 月 18 日)、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに関する WHO/世界銀行閣僚級会議での冒頭挨

拶。ジュネーブ、世界保健機関 

28
 世界保健機関 (2008) 「World Health Report: Primary health care now more than ever」ジュネーブ、世界保健機関、

p.28. 

29
 Xu, K, Evans D、Carrin G、Aguilar-Rivera AM、Musgrove P、Evans T (2007) 「Protecting households from catastrophic 

health spending」『Health Affairs』 26(4): 972-983. 

30
 El-Khoury M、Gandaho T、Arur A、Keita B、Nichols, L. (2011) 「Improving Access to Life Saving Maternal Health 

Services: The Effects of Removing User Fees for Caesareans in Mali」メリーランド、ベセスダ、Abt Associates Inc.、

Health Systems 20/20 入手先＜http://www.healthsystems2020.org/content/resource/detail/2837/＞（最後のアクセス

2013 年 9 月 2 日） 

31
 Government of Sierra Leone, Ministry of Health and Sanitation (2011) 「Health Information Bulletin’ Volume 2, Number 

3」 

32
 Donnelly, J. (2011) 「How did Sierra Leone provide free health care?」『The Lancet』377(9775): 1393-1396. 

33 
Steinhardt L、Aman I、Pakzad I、Kumar B、Singh LP、Peters DH. (2011) 「Removing user fees for basic health services: 

a pilot study and national roll-out in Afghanistan」『Health Policy and Planning』26:92-103.
 

34 
James C、Morris SS、Keith R、Taylor A. (2005) 「Impact on child mortality of removing user fees: simulation model」

『British Medical Journal』331, 747e749.
 

35 
Johnson, A、Goss, A、Beckerman, J、Castro, A. (2012) 「Hidden costs: The direct and indirect impact of user fees on 

access to malaria treatment and primary care in Mali」『Social Science and Medicine』75: 1786-1792 

36
 McIntyre, D. (2012) 「Health Service Financing for Universal Coverage in East and Southern Africa」『Discussion Paper 

95. EQUINET』ハラレ、EQUINET 

37
 Carrin, G (2004) 「Towards advanced risk-sharing in health care financing: with a focus on the potential of social health 

insurance in developing countries」『Verhandelingen – Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België』66(3): 

215–234 

38
 世界保健機関 (2010) 「Administrative costs of health insurance schemes: Exploring the reasons for their variability」

『Discussion paper No.8』ジュネーブ、世界保健機関 

39
 Lagomarsino G、Garabrant A、Adyas A、Muga E、Otoo N (2012) 「Moving towards universal health coverage: health 

insurance reforms in nine developing countries in Africa and Asia」『The Lancet』380:933-43. 

40
 McIntyre (2012) 前掲書 

41
 ミャンマーでは、ユニセフが行政区出資保険制度（Township-based Health Insurance：TBHI）を試験導入している。

ユニセフミャンマー事務所は、子どもの社会保障のための Inter-Agency Working Group for Social Protection of 

Children を設置し、健康保険を含む社会保護について話し合う基盤としている。 

42
 RSBY ウェブサイトで発表されている 2013 年の州ごとの加入者数に基づき算出。入手先＜

http://www.rsby.gov.in/statewise.aspx?state=34＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 1 日） 

43
 RSBY (2011) 「Rashtriya Swasthya Bima Yojana gets going」『調査結果報告書』 Balooni K、Gangopadhyay K、

Turakhia S、Karthik RG. (2012) 「Challenges in the Sustainability of a Targeted Health Care Initiative in India」『IIM 

Kozhikode Society & Management Review』1(1):21-32 より引用 

44
 Dror, D、Vellakkal, S. (2012) 「Is RSBY India's platform to implementing universal hospital insurance?」『Indian Journal 

of Medical Research』135(1):56-63 

45
 Kumar AKS、Chen LC、Choudhury M、Ganju S、Mahajan V、Sinha A、Sen A (2011) 「Financing health care for all: 

Challenges and opportunities」『The Lancet』37(9766):668–679 

46
 Planning Commission of India (2011) 「High level expert group report on universal health coverage for India」入手先

＜http://planningcommission.nic. in/reports/genrep/rep_uhc0812.pdf＞（最後にアクセス 2013 年 9 月 3 日） 

47
 Balooni K、Gangopadhyay K、Turakhia S、Karthik RG (2012) 「Challenges in the Sustainability of a Targeted Health 

Care Initiative in India」『IIM Kozhikode Society & Management Review』1(1):21-32 

48
 Yip, W、Mahal, A (2008) 「The health care systems of China and India: Performance and future challenges」『Health 

Affairs』27(4):921–932 

49
 Sinha (2012) 前掲書 

50
 請求率とは、保険会社から医療機関へ支払われた請求額と、保険会社が受領した契約保険料（RSBY の場合、政府

から支払われる）の額の割合である。高額な、あるいは「悪質な」請求が行われるのは、保険会社に支払われた掛

金よりも高い額を支払った（つまり、保険会社の損失が発生した）場合で、これにより次年度の行政区における保

険料の「価格変更」につながることがある。 

51
 Palacios, R. (2010) 「A new approach to providing health insurance to the poor in India: The early experience of 

Rashtriya Swasthya Bima Yojana」『World Bank RSBY Working Paper No.1』入手先＜

http://eprints.cscsarchive.org/355/1/ RSBY_Overview_Paper.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 4 日） 

 



38 

 
52

 Rajasekhar D、Berg E、Ghatak M、Manjula R、Roy, S (2011) 「Implementing health insurance: The roll out of Rashtriya 

Swasthya Bima Yojana in Karnataka」『Economic and Political Weekly』56(20):56–63 入手先＜

http://erlendberg.info/rsby_epw.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 4 日） 

53
 Shivakumar (2013) 前掲書 

54
 Drechsler, D.および Jütting, J (2005) 「Private health insurance for the poor in developing countries?」『Policy insights 

No. 11』パリ、OECD 開発センター 入手先＜http://www.oecd.org/dev/35274754.pdf＞（最後のアクセス 2013 年

9 月 4 日） 

55
 Doherty, J (2011) 「Expansion of the private health sector in east and southern Africa」『Discussion Paper 87. 

EQUINET』ハラレ、EQUINET 

56
 WHO Global Expenditure Database（オンライン）入手先＜www.who.int/nha/database＞（最後のアクセス 2013 年

9 月 4 日） 

57
 McIntyre (2012)前掲書 

58
 Smith, O (2013) 「UNICO studies series 16: Georgia’s Medical Insurance Program for the Poor」ワシントン D.C.、

世界銀行 

59
 Transparency International Georgia (2012) 「The Georgian Health Insurance Industry」、トビリシ、Transparency 

International Georgia 入手先＜http://transparency.ge/ 

sites/default/files/post_attachments/The%20Georgian%20Health%20Insurance%20Industry.pdf＞（最後のアクセス

2013 年 8 月 31 日） 

60
 グルジアは医薬品への支出額が世界的に見ても高く、GDP の 3～4%を占めている（Smith 2013 前掲書）。同国の

医薬品市場の特徴には、医薬品の価格や手数料が高く、また、カルテルによって医薬品の輸入、大量販売、小売り

が厳重に規制されていることが挙げられる (Transparency International 2012 前掲書) 

61
 Smith (2013) 前掲書 

62
公的保険制度に参加している保険会社における多くの財務実績指標を考察した厚生労働省国家監査局による公的保

険プログラムの監査報告書に基づき、Transparency International Georgia (同書)は、2008 年から 2010 年までの保

険会社の平均利益幅は 51%と見積もっている。これは、同様の制度の利益幅と比較すると前例のない数字である。 

63
 Smith (2013) 前掲書 

64
 Ekman, B (2004) 「Community-based health insurance in low-income countries: a systematic review of the evidence」

『Health Policy and Planning』19(5):249-270. 

65
 Soors W、Devadasan N、Durairaj V、Criel B (2010)「Community health insurance and universal coverage: multiple 

paths, many rivers to cross」『World Health Report 2010 Background Paper 48』 

66
 オックスファム・インターナショナル(2008)「Health insurance in low-income countries: where is the evidence that it 

works?」オックスフォード、オックスファム・インターナショナル 

67
 Ekman (2004) 前掲書 

68
 Chuma J , Mulupi SおよびMcIntyre D (2013) 「Providing financial protection and funding health service benefits for the 

informal sector: Evidence from sub-Saharan Africa」『RESYST Working Paper 2』入手先＜

http://resyst.lshtm.ac.uk/sites/resyst.lshtm.ac.uk/files/docs/reseources/WP2_financialprotection.pdf＞（最後にアクセ

ス 2013 年 9 月 4 日） 

69
 Ekman (2004)前掲書 

70
 De Allegri M、Sauerborn R、Kouyate B、Flessa S (2009)「Community health insurance in sub-Saharan Africa: what 

operational difficulties hamper its successful development?」『Tropical Medicine and International Health』

14(5):586-596 

71
 例：2011 年第 1 回全アフリカ保健会議のテーマ「Creating a movement for equitable health insurance in Africa」、

「Global Marketplace for Private Health Insurance: Strength in Numbers」、「Scaling Up Affordable Health Insurance: 

Staying the Course」といった保険による解決策に特化した 6 つの見出しで構成された世界銀行『Health Financing 

Series』より。 

72
 Acharya, A、 Vellakkal, S、Taylor, F、Masset, E、Satija, A、Burke, M、Ebrahim, S (2012) 「Impact of National Health 

Insurance for the Poor and the Informal Sector in Low- and Middle-Income Countries: A systematic review」ロンドン、

ロンドン大学教育研究所社会科学研究部門 EPPI センター 

73
 National Health Insurance Fund (2011)前掲書 

74
 Apoya, P、Marriott, A (2011) 「Achieving a Shared Goal: Free Universal Health Care in Ghana」オックスファム、

オックスファム・インターナショナル 入手先＜

http://www.oxfam.org/en/policy/achieving-shared-goal-ghana-healthcare＞（最後のアクセス 2013 年 7 月 6 日） 

75
 Alfers, L (2012) 「The Ghana National Health Insurance Scheme: assessing access by informal workers」『WIEGO 

Policy Brief (Social Protection) No.9』入手先＜

http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Alfers-Ghana-Natl-Health-Informal-Workers-WIEGO-PB9.pdf＞

（最後のアクセス 2013 年 9 月 4 日） 

76
 世界銀行 (2011) 「Republic of Ghana: joint review of public expenditure and financial management」ワシントン D.C.、

世界銀行 

77
 Saleh K (2013) 「The Health Sector in Ghana: a comprehensive assessment」ワシントン D.C.、世界銀行 

78
 Gilson L、Russell S、Buse, K (1995) 「The political economy of user fees with targeting: developing equitable health 

financing policy」『Journal of International Development』7(3):369-401、Gilson L (1997) 「The lessons of user fee 

experience in Africa」『Health Policy and Planning』12:273–85、Willis CY および Leighton C (1995)「Protecting the 

poor under cost recovery: the role of means testing」『Health Policy and Planning』10:241–56 

79
 Kamuzora, P、Gilson, L (2007)「Factors influencing implementation of the Community Health Fund in Tanzania」

 



 39 

 
『Health Policy and Planning』22:95–102. 

80
 同書 

81
 Laterveer, L ほか (2004) 「Equity implications of health sector user fees in Tanzania. Do we retain the user fee or do we 

set the user f(r)ee?」『ETC Crystal Leusden』オランダ 

82
 注 8 を参照 

83
 Amporfu (2013) 前掲書 

84
 Borghi , J など (2013) 「Promoting universal financial protection: a case study of new management of community 

health insurance in Tanzania」『Health Research Policy and Systems』11:21. 

85
 Amporfu (2013) 前掲書 

86
 ルワンダ共和国保健省 (2008) 「National Health Accounts Rwanda 2006 with HIV/AIDS, malaria, and reproductive 

health subaccounts」キガリ、保健省 「3%」という数字は世界銀行の推定する 2009 年の人口、mutuelles の加入

者 91%、WHO の推定する 2010 年の医療支出より算出されている。 

87
 National Health Insurance Fund Tanzania (2010) 前掲書 

88
 WHO によると、2010 年の政府の国民一人当たり医療支出は 14.4 米ドルであった (データの入手先： 

http://apps.who.int/gho/data/view.country.20700)。一人当たりの NHIF への支払い額は、雇用者が支払った分担金の

総額と 2009/10 年度 NHIF 加入者数より算出している 

89
 Kutzin, J ほか(編) (2010) 「Implementing Health Financing Reform: Lessons from Countries in Transition」『European 

Observatory on Health Systems and Policies』ブリュッセル 

90
 Hsiao, W、Shaw, P (2007) 「Social health insurance for developing nations」ワシントン D.C.、世界銀行 

91
 Rannan-Eliya (2010) 前掲書 

92
 Rannan-Eliya, R.P.、Sikurajapathy, L (2008) 「Sri Lanka: “Good Practice” in expanding health care coverage」

『Research Studies Series No.3』コロンボ、Institute for Health Policy 入手先＜

http://www.ihp.lk/publications/docs/RSS0903.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 26 日） 

93
 注 14 を参照 

94
 Hennigan, T. (2010) 「Economic success threatens aspirations of Brazil’s public health system」『BMJ 341:c5453』

入手先＜http://www.bmj.com/content/341/bmj.c5453.full＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 16 日） 

95
 Task Force on Global Action for Health System Strengthening (2009) 前掲書 

96
 Wagstaff (2007) 前掲書 

97
 Bonilla-Chacin, M.E、Aguilera, N (2013) 「UNICO Studies Series 1: The Mexican Social Protection System in Health」

ワシントン D.C.、世界銀行 入手先＜

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13300/75008.pdf?sequence=1＞（最後のアクセス

2013 年 6 月 26 日） 

98
 Health Insurance System Research Office (2012) 「Thailand’s Universal Coverage Scheme: Achievements and 

Challenges. An Independent Assessment of the first 10 years (2001-2010)」タイ、ノンタブリー、Health Insurance 

Research Office 

99
 Bonilla-Chacin および Aguilera (2013) 前掲書 

100
 Tangcharoensathien V ほか (2007) 「Achieving universal coverage in Thailand: what lessons do we learn? A case 

study commissioned by the Health Systems Knowledge Network」ジュネーブ、世界保健機関 

101
 世界保健機関 (2010) 前掲書 

102
 同書 

103
 Kutzin J、Jakab M、Shishkin S「From scheme to system: social health insurance funds and the transformation of 

health financing in Kyrgyzstan and Moldova」Chernichovsky D、Hanson K、編集者「Innovations in Health System 

Finance in Developing and Transitional Economies」『Advances in Health Economics and Health Services Research 

Vol. 21』より。ビングレー、Emerald Group Publishing、2009 年 

104
 Ibraimova A、Akkazieva B、Murzalieva G、Balabanova, D. (2011) 「Kyrgyzstan: a regional leader in health system 

reform」Balabanova D、McKee M、Mills A 編 「Good health at low cost: 25 years on」ロンドン、ロンドン公衆衛

生学・熱帯医学大学院、pp.117-158 

105
 Kutzin J、Cashin C、Jakab M (eds.) (2010) 『Implementing health financing reform: Lessons from countries in 

transition』コペンハーゲン、European Observatory on Health Systems and Policies 

106
 南アフリカ共和国保健省（オンライン）「National Health Insurance」入手先＜

http://www.doh.gov.za/list.php?type=National%20Health%20Insurance＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 27 日） 

107
 McIntyre (2012) 前掲書 

108
 Wagstaff (2007) 前掲書 

109
 Kutzin J. (2001) 「A descriptive framework for country-level analysis of health care financing arrangements」『Health 

policy』56:171-204. 

110
 国際通貨基金 (2011) 「Revenue Mobilization in Developing Countries」ワシントン D.C.、IMF 入手先＜

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/030811.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 27 日） 

111
 ケニア公共政策研究分析所の報告によると、手の付けられていない財政余地は 2001/2002 会計年度の税収の 55%

に達すると推定されている。租税正義ネットワーク（アフリカ）は 2007/08 年度のデータでも同様の計算を行い、

その結果、ケニアには手が付けられていない潜在的な課税額が計 2,440 億ケニアシリング（28.6 億米ドル）あると

発表した。 

 

http://www.ihp.lk/publications/docs/RSS0903.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13300/75008.pdf?sequence=1
http://www.doh.gov.za/list.php?type=National%20Health%20Insurance


40 

 
112

 2013 年度、中央政府は 347 億ケニアシリングを医療費として確保したのに加え、さらに 600 億ケニアシリングを

医療費として郡政府に割り当てた。これにより 950 億ケニアシリング（国家予算の 5.7%）が医療費として確保さ

れた。 

113
 Itriago (2011) 前掲書 

114
 Brondolo J など (2008) 「Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia (2001–07)」『IMF

研究報告書 WP/08/129』ワシントン D.C.、国際通貨基金 入手先＜

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08129.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 27 日） 著者は 2001 年

と 2006 年の石油以外の税収を 2000 年の値へと変換し、インフレを調整して比較できるようにした値に基づいて

算出している。 

115
 限界税率は収入レベルによってさまざまである。税区分ごとに設定された税率（限界税率）の範囲で収入に課せ

られる。収入が高ければ高いほど、限界税率は高くなる。このような課税システムは、個人の収入に基づいて公平

に課税することを目的としており、低収入の労働者に課される税率は高収入の労働者に課されるそれよりも低くな

る。 

116
 OECD (2013) 「Tax Reform Trends in OECD Countries」パリ、OECD 入手先＜http://www.oecd.org/ctp/48193734.pdf

＞（最後のアクセス 2013 年 6 月 13 日） 

117
 プライスウォーターハウスクーパース (PwC) （オンライン）「World Wide Tax Summaries」入手先＜

http://www.pwc.com/gx/en/tax/corporate-tax/worldwide-tax-summaries/taxsummaries.jhtml＞（最後のアクセス 2013

年 6 月 13 日） 

118
 アクションエイド(2013) 「Give us a break: how big companies are getting tax-free deals」入手先＜

http://www.actionaid.org/publications/give-us-break-how-big-companies-are-getting-tax-free-deals＞（最後のアクセ

ス 2013 年 9 月 4 日） 

119
 Mwachinga, E. (2013 年 2 月 12 日) ザンビア、ルサカで発表された「Results of investor motivation survey conducted 

in the EAC」（パワーポイント）入手先＜

http://www.taxcompact.net/documents/workshop-lusaka/2013-02-13_itc_Mwachinga_WBG.pdf＞（最後のアクセス

2013 年 9 月 4 日） 

120
 デロイト (2012) 「Indonesian tax guide 2012」Deloitte Tax Solutions 入手先＜

https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Indonesia/Local%20Assets/Documents 

/Indonesian%20Tax%20Guide%202012.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 8 月 30 日） 

121
 世界保健機関 (2010) 前掲書 

122
 Stenberg K など (2010) 「Responding to the Challenge of Resource Mobilization – Mechanisms for raising additional 

domestic resources for health」『World Health Report 2010 Background Paper No.13』、Musango L および Aboubacar 

I「Assurance maladie obligatoire au Gabon: un atout pour le bien-être de la population」『World Health Report 2010 

Background Paper No.16』 

123
 Beitler, D. (2010) 「Raising revenue: a review of financial transaction taxes throughout the world」Health Poverty 

Action および Stamp Out Poverty のレポートより。入手先＜http://www.steuer-gegen-armut.org/file 

admin/Dateien/KampagnenSeite/Unterstuetzung_Ausland/Einzelstaaten/2010/1008_National_Transaction_Taxes_S

urvey.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 4 日） 

124
 国際通貨基金 (2012) 「Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa. Sustaining Growth amid Global Uncertainty」

ワシントン D.C.、IMF 

125
 オックスファム・インターナショナル (2012) 「Tax on “private” billions now stashed away in havens enough to end 

extreme world poverty twice over」 入手先＜

http://www.oxfam.org/en/eu/pressroom/pressrelease/2013-05-22/tax-havens-private-billions-could-end-extreme-pov

erty-twice-over＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 16 日） 

126
 クリスチャンエイド (2008) 前掲書 

127
 WHO 世界支出額データベース（オンライン）。2011 年、サハラ以南のアフリカ諸国の医療支出総額は 3640 億ド

ルであった。入手先＜http://apps.who.int/nha/database/DataExplorerRegime.aspx＞（最後のアクセス 2013 年 7 月

2 日） 

128
 世界保健機関 (2010) 前掲書 

129
 エチオピア保健省 (2013) 「Ethiopia’s health sector: excellent returns on your development funding」アディスアベ

バ、保健省 入手先＜

http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Country_Pages/Ethiopia/Excellent.R

eturns.FMOH.Feb2013.pdf＞（最後のアクセス 2013 年 9 月 1 日） 

130
 世界保健機関 (2010) 前掲書 

131
 Davidson gwatkin を参照、devt の成果 

132
 Gwatkin および Ergo (2010) 前掲書 

133
 Acharya ほか (2012) 前掲書 

  

http://www.oecd.org/ctp/48193734.pdf
http://www.oecd.org/ctp/48193734.pdf
http://www.oxfam.org/en/eu/pressroom/pressrelease/2013-05-22/tax-havens-private-billions-could-end-extreme-poverty-twice-over
http://www.oxfam.org/en/eu/pressroom/pressrelease/2013-05-22/tax-havens-private-billions-could-end-extreme-poverty-twice-over


 

 41 

© Oxfam International October 2013 
 
This paper was written by Ceri Averill with support from Anna Marriott. Oxfam 
acknowledges the assistance of Sophie Freeman, Monica Mutesa, Mohga Kamal 
Yanni, Tobias Luppe, Katie Malouf-Bous, and Emma Seery in its production. It is 
part of a series of papers written to inform public debate on development and 
humanitarian policy issues. 
 
For further information on the issues raised in this paper please e-mail 
advocacy@oxfaminternational.org 
 
This publication is copyright but the text may be used free of charge for the pur-
poses of advocacy, campaigning, education, and research, provided that the 
source is acknowledged in full. The copyright holder requests that all such use be 
registered with them for impact assessment purposes. For copying in any other 
circumstances, or for re-use in other publications, or for translation or adaptation, 
permission must be secured and a fee may be charged. E-mail policyandprac-
tice@oxfam.org.uk. 
 
The information in this publication is correct at the time of going to press. 
 

Published by Oxfam GB for Oxfam International under ISBN 978-1-78077-524-1 

in October 2013. Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, 

OX4 2JY, UK. 

オックスファム 

オックスファムは、17の団体で構成された国際連合体で、変革を目指すグローバ

ルな運動の一員として、貧困の不正義から解放された未来を構築するために94

カ国でネットワークを組織している。Oxfam America (www.oxfamamerica.org) 

Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)  

Oxfam-in-Belgium (www.oxfamsol.be)  

Oxfam Canada (www.oxfam.ca)  

Oxfam France (www.oxfamfrance.org)  

Oxfam Germany (www.oxfam.de)  

Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)  

Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)  

Oxfam India (www.oxfamindia.org) 

Intermón Oxfam (Spain) (www.intermonoxfam.org)  

Oxfam Ireland (www.oxfamireland.org)  

Oxfam Italy (www.oxfamitalia.org) 

Oxfam Japan (www.oxfam.jp) 

Oxfam Mexico (www.oxfammexico.org)  

Oxfam New Zealand (www.oxfam.org.nz)  

Oxfam Novib (Netherlands) (www.oxfamnovib.nl)  

Oxfam Québec (www.oxfam.qc.ca)  

詳細は上記までお問い合わせいただくか、www.oxfam.orgをご覧ください。 

www.oxfam.org  

mailto:advocacy@oxfaminternational.org
http://www.oxfamindia.org/

