BUSINESS INTELLIGENCE

医療保険のマメ知識
破産理由の第一位 〜「高い」アメリカの医療費〜
「アメリカの医療費は高い」そのような言葉を耳にされた方も多いかと思います。

OECD（経済協力開発機構）によると、米国の国民一人当たりの年間医療関連支出
額は OECD 諸国の中で最も高く、OECD 諸国平均の 2 . 7 倍、また、日本の 2 . 2 倍と
なっています。
（図 1 参照）
高額の医療費は米国民の生活にも重くのしかかっており、
「医療費」が自己破産の
第一の理由となっています。Kaiser Family Foundation の報告書によると、国民の
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約 3 人に一人が「医療費の支払いが負担となっている（全く支払えない・分割で
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支払い）
」と回答したということです。
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こうしたことから、医療費に関連した大きな経済的負担に備えるためにも、医療
保険に加入し、保険の仕組みについてよく理解しておくことが重要になります。
医療保険には様々な種類がありますが、本稿では、PPO タイプの保険に基づいて、
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利用にあたってのポイントを説明いたします。なお、保険プランの仕組み・内容・
条件等については、州法やプランを提供する医療保険会社によって異なりますので、
予めご了承ください。
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図 1 : 世界一高い医療水準 一人当たり年間医療費（2018 年）
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図 2 : ネットワーク内・外での自己負担額の違い
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別のネットワークに属している場合もあ

医療費は世界の中でも高額です（図 3参照）。
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当資料は一般的な情報を提供することを目的として米国
日本生命がご提供しているもので、法律上、会計・税務上、
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アドバイスの提供を目的としたものではありません。
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※1 Deductible: 保険会社から保険金給付が開始される前に、個人が負担する金額。
※2 Co-Insurance: 保険でカバーされる医療サービスにおいて、保険給付精算の対象となる金額に対し、保険会社又は個人が支払う医療費割合(％)のこと。
※3 UCR (Usual Customary, Reasonable): 同じ地域内で同一または類似の医療サービスが一般的に請求されている額を地域毎に設定された医療費の基準額。

図 3 : 各医療サービスの平均コスト（参考）
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図 4 : エマージェンシー・ルームとアージェント･ケア･クリニックの対比
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出典 : International Federation of Health Plans“2015 Comparative Price Report”

※UCAOA, Fair Health, Mount Sinai Hospital の情報を元に作成
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