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中国の保険制度の歴史

1949年～1979年

• 人民公社（農
村部）

• 国有企業（都
市部）

• 医療費無料

• 1951年から労
働保険制度が
開始

1980年～2000年

• 鄧小平時代

• 改革開放政策
開始

• 国有企業の民
営化

• 人民公社解体

• 無保険者続出

• 医療費有料化

2003年～2011年

• 医療改革推進
が始まる

2012年～現在

• 国民皆保険制
度の普及

医療費膨張
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中国の保険制度の歴史

医療機関の運営はすべて政府の予算で行っていたが、政府予算の
削減と、変わりゆく市場の経済化により、医療機関の独立採算制へ
と変化。

医療機関は従来全額国の負担で医療サービスを提供してきたが、
予算の削減により、患者への過剰検査、過剰処方を行うことで利益
追求型となっていった。そのため、薬品流通会社との癒着等も出現
する。

結果、1979年～2003年前後の間に、医療費用が異常に高騰
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中国の保険制度の歴史

• 1979年からの医療費情報の結果

全国民中 訳44.8%
なんらかの疾病があるが病院に行かない。

都市部人口45% 農村人口の79.1%
医療保険未加入（2003年調べ）

この時代多くの国民は医療費100%自己負担であった。
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中国の保険制度の歴史

• 2003年 WHOの評価 中国医療システムは191ヵ国中188位

• 中国政府は「全民医療保障」を提案し、

国民皆保険システムの大元となるものを作成した。

中国は「健康中国2020戦略」にて、全国民の保険制度も含めた

全てのヘルスケアの素質を向上させていくため、

「国家中長期衛生発展」を目標にしている。
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中国の保険システム

加入者によって3種類に保険に分けられる。

1. 都市労働者基本医療保険（強制加入：都市部で働いている人）

2. 都市住民医療保険（任意加入：都市部で働いていない人）

3. 新型農村医療保険（任意加入：農村戸籍の人） 現在これらの
保険加入者

が
全国民の95%

をカバー
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中国の保険システム
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中国の保険システム
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中国の保険システム

国民皆保険制度は日本と違い、自己負担一律30%ではない。
例えば下記のような条件により、自己負担割合は全て変化する。

戸籍
保険の種類
受診医療機関のレベル
受診病院の地区
外来・入院

例）北京市在住の出稼ぎ労働者（戸籍は北京以外）が外来受診をする。
1,800元（約9万円）までは全額自己負担、1800元を超えると保険適応。
しかし保険での支払い上限は20,000元まで。
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中国の保険システム
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• 医療保険証

プリペイドカードとなっている。

毎月一定の医療保険費用がカー
ドに入る、薬局等でお薬の購入等
ができる。

例）45元（900円）/月 支給

中国の保険システム
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中国医療機関の分類

三級医院 ：病床数501床以上。

複数の居住区へ高レベル専門性を兼ね備えた総合医療を提供し、

高度な教育、研究を兼ねている。

（特・甲・乙・丙に分かれる）

二級医院 ：病床数101床～500床。

複数の居住区へ総合医療を提供、一定の教室や研究を兼ねている。

（甲・乙・丙に分かれる）

一級医院 ：病床数100床以下。

１居住区への予防、医療、保健、リハビリ等のサービスを提供する。

（甲・乙・丙に分かれる） 12



三級、二級、一級それぞれのランク
から更に特・甲・乙・丙に分ける。
ランクにより調査内容は変化する。

1000点満点
例）三級の場合
1. 病院の公益性
2. 医療サービス
3. 患者の安全
4. 医療の質と安全管理及び保持
5. 看護管理及び質改善
6. 病院管理

中国医療機関の分類
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中国外来受診方法

受付：
• カルテの購入、診察費の購入

受診：
• 診療

検査：
• 検査費用の支払い、検査実施

処方：
• 薬品代の支払い、薬受取り

薬：
• 使用方法を医師に確認に行く

病院にかかる費用は全て
事前支払いが鉄則！
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中国外来受診方法
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中国入院方法

入院証
発行

• 医師が病名を記載し患者に渡す。

会計窓
口

• 病名により支払い金額が決まる。その金額の前金を支払う。（例：大動脈解離12万元（約220万円）

病棟へ
移動

• 支払証明書、入院証明書をもっていく

検査、
手術

• MRI4000元(約8万)、生化学300元(約6千円)、入院管理費40元(約8百円)等で引かれ、一定の残金
がないと検査オーダーができないシステム。

会計窓
口

• 追加料金を支払う
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ローカル患者さんの行く病院
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VIP病院や外資系病院もあり。
一般の病院と比較すると費用は10倍～100倍となる。
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• 基本的にすべて有料自己負担

• 搬送距離や医療者の有無にて
費用が変わる

• １２０は地区で運営している

• 北京のみ９９９がある（民営）救
助ヘリあり

プレホスピタル
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プレホスピタル

救急車は有料 番号 １２０

１、救急車使用料30元/回

（往復料込み，病院到着前の救命料金含まず）５㎞まで，５㎞以上の場合は１㎞あたり３元追加。

2、医療者往診費15元/人/回

（ハイクラス医療者の場合は更に１０元を追加，医療スタッフの人数に合わせ計算）

3、病院到着前の救命費70元/回

（臓器不全、外傷、火傷、中毒、溺水、感電等の救命処置及び、往診費、検査費、モニター代

救急車費は含まず）。この際は必ず医師、看護師の往診を原則とする。

4、病院到着前の救命処置中に使用した薬品代、診察代、治療費、検査費は３級医院の標準に

合わせ計算する。

5、担架代３０元/回、２階まで、３階以上の場合１人当り１階に付き２元と計算する。

6、空中医療救急サービス料金：６８００元/時間。

空中医療救急サービス時に発生したその他の費用は、地上の５倍の料金にて計算する。
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日本との大きな違い

1. 外来のカルテや検査結果、フィルム、報告書等は全て自己管理。

2. 入院の場合カルテや検査結果はコピーできるが持ち帰りはできない。

3. 医師は患者が入院している時のみ責任が発生するため、基本的に紹介状などは
ない。

4. 日本の様に完全看護ではない、身動きが取れない人には付添い人が必要。

5. 体を拭く、トイレの介助、食事の介助など、看護師は一切行わない。

6. （バイタル測定、薬の配布、注射がメイン）

7. 全て前金制

8. 入院時に前払い（デポジット形式）

9. ICU・CCU以外は完全看護なし、そのため付き添い人を別途雇用または家族に依頼
が必要。

10. 院内食はなく、栄養管理は行わない。
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訪日のニーズ

• 健診
健康な方
持病のある方

• 治療
治るなら来日したい方
治らなくても来日したい方
特定の治療法が受けられるなら来日したい方

• セカンドオピニオン
治療方法だけを知りたい
今後の予後を知りたい

どの内容でも、最初の対応は何を
希望しているのか聞きだすことが重

要！！
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健診医療ツーリズム

パッケージ化の場合
• 空港送迎

• ホテル予約代行

• 医療機関のマッチング

• 医療機関への支払い

• 医療機関送迎

• 検査前資料の翻訳

• 検体セットの送付

• 健診時の医療通訳派遣

• 健診結果の翻訳

• 異常値発見時のフォローアップ

全ての旅行代金を含めた価格で提供。
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健診ツーリズム

パッケージ以外

• 問合せ内容

伊豆旅行に10月1日～1週間ほどいくので、途中東京で健診を受けた
い。どこか良い場所はないか？それと大腸内視鏡も受けたい。

⇒日程が限られているため、健診機関が限られてしまう。数か所問合
せを行い、マッチングを行う。その場合新規医療機関をどんどん開拓
していく。

健診費用+サービス費用を合計し請求
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治療医療ツーリズム

•患者様からのご希望内容をお伺いし、日本の医療機関を受診する前段階のご説明を致します。インフォメーション

•患者様お手持ちの医療情報を弊社へ送っていただきます。

•患者様からお預かりしました医療情報をすべて翻訳、おまとめし医療機関様へお送りします。医療情報収集

•医療情報内容を精査したのち、医療機関様へ受け入れ患者様とのマッチングを行います。マッチング

•医療機関様の患者様受入れが決まりましたら、医療機関様の治療費概算をいただきます。

•患者様に診療の進行方法、治療費用のご納得がいただければ受診予約を確定させていただきます。支払保証

•中国のご自宅から日本での医療機関受診まですべてのお手配をお手伝いいたします。

•医療機関の受診中は、必ず医療専門の通訳者を手配いたします。来日受診

•入院、通院時の患者様のサポートだけではなく、同行者様へ宿泊や滞在中のサポートをお手配いたします。滞在中のケア

•退院後の資料の送付、再診の予約等をサポート致します。アフターフォロー
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治療医療ツーリズム

使用する書類
基本情報受付フォーム

医療コーディネート申込書

医療機関とコーディネート会社の契約書

患者から入手する書類
退院サマリー

外来カルテ

画像検査結果

画像資料

現在までの使用した薬一覧
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治療医療ツーリズム

基本情報受付フォーム

基本情報 － 氏名、年齢等

医療情報 － 現病歴、既往歴、ADL(自述してもらう)
緊急時連絡先 － 現地連絡先

キーパーソンは － 代表者を決定

同行者 － 一緒に来日する人と関係性

通訳者 － どのような関係か、語学力の程度は

支払方法 － 来日前か来日後か、病院の了解はどうか
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治療医療ツーリズム

治療についての希望

治るのを見込んで来日するのか

診察だけを受けにくるのか

検査だけしたいのか

薬だけをもらいたいのか

治療方法だけ確認して帰国したいのか

完治しないなら来ないのか

その治療法以外なら来日しないのか

継続して日本に来れるのか
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治療医療ツーリズム

医療機関マッチング
患者の希望する医療機関を探す

患者の意思

患者の状態

患者の費用

治療の方向性

治療費用

滞在日数

言葉の問題
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治療医療ツーリズム

費用
治療

渡航

交通

通訳

宿泊

その他生活費

基本的にはすべての概算を出し、
渡航前に事前に請求

帰国後に使用した金額を
差し引いて返金
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治療ツーリズム

医療機関様への依頼

患者の受入れ可否の判断

患者受入れ可能な場合のステップ
① セカンドオピニオン

② 検査のみ

③ 手術を見越して

医療費の概算を依頼（診療費用+合併症出現時の費用も入れて十分な額）

受入れ日程
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治療医療ツーリズム

内訳 数量 単価 小計 備考

医療滞在ビザフルサポート １ JPY 200,000 JPY 200,000

医療機関マッチング

アテンドの空港～宿泊先までの付添い

ホテルの予約代行

24Hコールセンター利用

同行者医療滞在ビザ 2 JPY 105,000 JPY 105,000

医療通訳費用(時間数) 40 JPY 6,300 JPY 252,000

医療費概算 1 JPY 6,324,240 JPY 6,324,240

交通費概算 成田空港⇒Aホテル 1 JPY 50,000 JPY 50,000

Ａホテル 30 JPY 10,000 JPY 300,000

总金额 JPY 7,231,240-
40
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事例①

40歳、男性

• 現病歴：30歳の時に直腸がんを発症。

• 中国の病院にて直腸を切除し人工肛門の手術を受ける。

• その後の病状は落ち着き再発はなかった。

• 2ヵ月前中国で受けた検診にて、仙骨部位にがんの再発が見られた。

• 中国国内では手術はできない。治る可能性はもう無い。

• 妻が中国国内のトップテンに入る医療機関を全部受診した結果、重粒子線治療
による治療の可能性があると言われた。

⇒渡航を決意し重粒子線治療を受ける。現在も定期検査で来日する。
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事例②

6歳女児
• 中国農村部在住、祖父から連絡がきた。
• 骨肉腫の再発を繰り返し、現在中国ではもう助からないと言われた。
• 右足は切除してないが、現在左大腿に骨肉腫の発生が見られた。
• もう助からないことは理解しているが、毎日子供が痛い痛いといって、辛そう

である。なんとか痛みを和らげてあげたい。手術はもう辛い。放射線治療を
受けられないだろうか。

• 子供の父親とその親族は、もうお金を出す気はない。これ以上生きていけな
い子供を養う気持ちもない。母親が借金して回っているから、費用は捻出で
きる。

⇒問い合わせの段階で医療機関からも、姑息治療となるが受入れ可能と返
事をもらった、その後渡航して治療終了。痛みは落ち着いた。
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事例③

17歳、男性
• 先天性のてんかん。

• 出生後からてんかんの発症があり。中国の医療機関にてフォローしてもらっていた。
アジアでは日本に一番良いてんかんの病院があるとネット上の友人に聞き来日。

• ネットコ情報でてんかん治療を日本の病院で受け、落ち着いたとのこと。
• 日本へ行き、同じ病院で、できれば自分の息子にも同じ手術を受けさせたい。

• 英語ができる友人に病院へ連絡を入れてもらい、渡航し入院までできることとなっ
た。

• 入院当日には専門の医療通訳が必要と言われていたが、友達の子供が留学で来
日していたので依頼しなかった。

⇒入院当日にだれもついてこなかった。

病院職員から連絡が入り、急遽通訳として駆けつけることとなった。

無事入院時から検査、検査結果の説明、退院手続きまでを終えた。
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来日受診した患者さんの声

• 日本では先生が同じ目線に立って、一枚一枚画像を見ながら説明してしっかりと説明してくれた。

• 中国ではいくら高名な先生に診てもらっても、病気があるのはわかるが、自分の体のどこがどう
なっているのかわからない。

• 丁寧な日本で安心をもらえる

• 片言の中国語で笑顔で挨拶してくれる会計のかた、看護師さん、病院スタッフの方々、中国で
はみられない光景。

• 治療自体が成功しなくても、ドクター、ナースの丁寧さに感激し、今後の定期検査は日本でした
い。
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中国ＪＣＩ取得病院

http://www.360doc.com/content/17/0314/11/30350201_636726794.shtml45



上海国際医療センター

医療を提供するプラットフォーム
上海の三級甲の病院から患者が医師を指定して呼び寄せ、診察、治療、手術等ができる。
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中国の陽子線治療施設

1.山东淄博万杰医院博拉格质子治疗中心（WPTC）
2.兰州中国科学院近代物理研究所（IMP-CAS）
3.北京质子医疗中心
4.上海市质子重离子医院
5.301医院河北涿州质子治疗中心
6.广州质子治疗中心
7.天津空港经济区中美质子治疗和研究中心
8.上海瑞金医院肿瘤（质子）中心
9.江苏淮安质子治疗中心
10.江苏质子重离子医院
11.福建莆田质子治疗中心
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治療費用27.8万元
約（600万円）

上海重粒子線センター
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