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　アメリカの公的高齢者健康保険（メディケア）の加入者は、毎年10月15日から12月７日の間に翌年のメディケア
保険が変更できます。Medicare.gov にアクセスすれば保険比較、変更、保険料の支払いまで、すべて自分で手続き
ができます。今回は、このサイトの概要と実際に60名を超えるアメリカ人高齢者のメディケア相談を受けた感想も
含めて紹介します。

Every year, the Medicare Open Enrollment Period (OPE) allows beneficiaries to make changes to their current 
Medicare coverage beginning in October 15th and ending in December 7th through Medicare.gov.  This site 
offers comparing and making changes to other plans as well as premium payments.  This essay will give an 
overview of Medicare.gov and includes my experience of using it with over sixty local seniors during Medicare 
counseling.

１．Why does Medicare have OEP?
There are two types of Medicare. One is Original Medicare, 

which is run by the federal government, and the other is 

Medicare Advantage, which is run by private insurance 

companies. When people reach the age of 65, they can choose 

to join in either Original Medicare or Medicare Advantage. In 

2021, 42% of Medicare beneficiaries were enrolled in 

Medicare Advantage plans.

１． 公的保険のメディケアに、なぜ保険の変
更期間があるの？

　現在、メディケアは、連邦政府が運営するオリジナ
ル・メディケアと民間保険会社が運営する民間型メディ
ケアの２本立てになりました。アメリカ人は、65歳を
迎えるにあたり、どちらかのメディケアを選択して加入
します。現在では、民間型メディケアの加入率は42％
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であり、今後の増加が見込まれています（メディケアの
詳細は、NO.580 2020年４月１日号をご参照ください）。
　オリジナル・メディケアを選択した場合は、別途、民
間処方箋薬保険（パート D）が必要です。民間型メディ
ケアは、処方箋保険を含むタイプを選べばこの保険だけ
で大丈夫です。このように、オリジナル・メディケアも
民間型メディケアも「民間保険会社」を利用しているこ
とが分かります。
　民間型メディケアは、オリジナル・メディケアの給付
をすべてカバーし、競争力をつけるために追加給付を付
けたり、自己負担を減額するなど保険間で差がありま
す。外来処方箋薬保険も保険料、薬価、自己負担が違う
ので、高齢者が自分に最適な保険が選べるように毎年保
険を変更できる期間が設けられました。ここで威力を発
揮するのが Medicare.gov のサイトです。

２．オール・イン・ワンの Medicare.gov
　Medicare.gov は、官民連携でビックデータとも連結
し、全米16％の人口をカバーする被保険者ポータル、
保険比較・加入・購入、メディケアの給付情報と医療機
関検索機能、カスタマーサービスの機能が一元化された
オールインワンのサイトです（図表１）。

If beneficiaries choose Original Medicare, they need to 

enroll in Part D plans which are all plans offered by private 

insurance companies. Most Medicare Advantage include a 

Part D plan.  Consequently, both Medicare beneficiaries use 

private insurance companies. 

Medicare Advantage plans cover all the benefits of Original 

Medicare and offer extra benefits and lower cost-sharing to 

compete with other plans. Part D plans have different 

premiums and copays. For this reason, OEP allows 

beneficiaries to evaluate their current and future plans, then 

change their plans if necessary through Medicare.gov.

２．All-in-one site: Medicare.gov
Medicare.gov is an all-in-one website that integrates 

beneficiaries portal that covers 16% of the U.S. population as 

well as insurance comparisons, enrollment, purchase, benefit 

information, healthcare provider search, and customer 

service.

図表 1 Medicare.gov の概要

被保険者ポータル

-オンライン保険料支払い機能

-診療明細一覧

-保険の加入・購入・変更機能

-服薬リスト

民間型メディケア、外来処方箋薬保険の
加入・購入

-郵便番号による検索

-保険一覧検索と比較

-全米の薬局と

メディケアの給付、医療機関情報

-給付情報

-全米の医療機関検索機能

カスタマーサービス

-リソースセンター

-オンライン・チャット

オールインワンの
Medicare.gov

←こちらからMedicare.govにアクセスしてみてください。
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３．Insurance comparison tool
When you enter your zip code into the insurance comparison 

tool, you can see a list of Medicare Advantage plans available 

in your area and you can compare each plan. As this database 

covers the entire United States, if you have a home in Chapel 

Hill, NC or Santa Barbara, CA, you can search available 

Medicare Advantage plans in each location. This tool is 

extremely useful.  In addition, you can search for pharmacies 

in the entire U.S.

４．Drug Comparison Tool
There is no government-regulated drug pricing; even 

Medicare’s.  Part D monthly premium varies from $7 to $100. 

Choosing a high premium Part D plan doesn’t guarantee a 

beneficiary will have a lower drug co-pay.

３．保険比較ツール
　保険比較ツールに郵便番号を入力すると、自分の地域
で加入できる民間型メディケアの一覧が表示され、各保
険の比較ができます（図表２）。このデータベースは全
米を網羅し、例えばノースカロライナ州のチャペル・ヒ
ルとカリフォルニア州のサンタバーバラの両方に家を持
つ高齢者が相談に来られた場合、両方の民間型メディケ
アが瞬時に検索できるので、とても便利です。次の４で
も全米の調剤薬局検索も可能です。

４．外来処方箋薬の比較ツール
　アメリカは、メディケアといえども処方箋薬の公定薬
価格はありませんし、外来処方箋保険料の月額保険料も
７ドル～100ドルとかなり開きがあります。保険料の高
い保険を選んでも、薬剤の自己負担が下がるとは限りま
せん。

図表 2 民間型メディケアの比較ツールによる比較結果の一部

↓

比較項目

３０項目の比較が続きます

Medicare.govより

Medicare.gov の意外な落し穴！　高齢者が使いづらい理由をまとめてみました。
-Medicare.gov の存在とツールを知らなかった。PC を使いこなせない、ネット接続環境がない。
-  （学歴、職歴にかかわらず）パスワードの設定ができない。➡！％などの記号キーの入れ忘れや、記号キーが見つからない、

数字ゼロとローマ字 O の混乱。
- 自分のメディケアの保険の種類がよく分からないので、何を比較したらいいのか分からない。
- 薬剤の入力時、薬瓶ラベルの文字が老眼で読みづらい、どの薬剤名（商品名、一般名）を入力すればいいのか迷う。
- 免責や自己負担、HMO、PPO、ドーナツホールなど専門用語がよく分からない。

54　医事業務　NO.618 2022.2.1



All Medicare Part D plans are required to include at least 2 

medications from each therapeutic category except for 

certain categories. It is important that beneficiaries should 

look for next year’s Part D plans to cover all their medications 

and their family pharmacies.  If not, they can switch to a 

better Part D plan for better drug coverage and network 

pharmacy options. 

To do this, they can access the Part D plan comparing tools 

in Medicare.gov. After entering all medications' names, 

including dose and dosage and their favorite pharmacies, the 

tool calculates annual total copays and premiums. During 

this OEP, I have seen the average medications per senior is 

about five, and the highest was twenty medications.

５． Surprised different cost-sharing 
among part D plans

Chart 3 shows the results of the Part D comparison for Mr. 

Smith during OEP counseling. His favorite pharmacy is Clark 

pharmacy. However, the annual premium and drug co-pay 

will be $9,730 because Clark pharmacy will be out of network 

pharmacy next year. 

　メディケアの外来処方箋保険は、特定の治療薬分類以
外は、「各治療分類で少なくとも２種類の薬剤をカバー
すること（→２種類しかカバーしていないこともあ
る）」と決められています。したがって、翌年も自分の
服用薬が保険でカバーされること、自分のかかりつけ薬
局が契約薬局であることを確認することが大切なのです。
　そこで、Medicare.gov の処方箋薬保険の比較ツール
に定期薬と頓服薬の薬剤含有量、用量、かかりつけ薬局
と最寄りの薬局を入力して、翌年の自己負担を計算して
比較検討し、必要とあれば変更します。私が受けた相談
では、高齢者１人当たりの平均薬剤数は、５薬剤前後で
あり、頓服も含めると20薬剤が最高でした。

５．誰もが驚く外来処方箋薬の自己負担の差
　図表３は、実際にスミスさん（仮名）の相談を受けて
５薬剤を入力した結果です。スミスさんのかかりつけ薬
局は、クラーク薬局です。しかし、翌年から現在の処方
箋薬保険 A は、クラーク薬局が契約外薬局になり、自
己負担額が上がり、年間保険料と薬剤自己負担合計が
97万円になります。

図表 3 民間処方箋薬保険の自己負担額の比較

外来処方箋保険Ａ 外来処方箋保険Ｂ（現在の保険）

5 of 5
Prescription drugs covered
Restrictions may apply

5 of 5
Prescription drugs covered
Restrictions may apply

ウオール薬局
＄2,351.82

ハリス薬局

クラーク薬局

ヒル薬局

＄2,352.28

＄9,703.80

＄9,703.80

ウオール薬局

＄1,506.59

ハリス薬局

クラーク薬局

ヒル薬局

＄1,499.37

＄1,835.13

＄1,828.53

●５薬剤入力し、年間保険料と薬剤自己負担料の合計金額を算出

●来年の自己負担を下げるには：
①外来処方箋保険Aから保険Bに変更して、クラーク薬局を継続
　9,703ドル→1,853ドルに下がる!（約79万円）のコストセービング可。
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６．Future Prospects
Medicare.gov became an all-in-one website that offers 

various information and online transactions. AI-enhanced 

customer services will attract more senior users.   

The next essay will cover how the government and 

healthcare organizations protect their IT system and websites 

like Medicare.gov from cyberattacks. 

６．最後に
　Medicare.gov は、オール・イン・ワンのサイトを目
指して構築され、メディケアの情報入手から諸手続まで
できるようになりました。今後は、AI 活用型のカスタ
マーサービスも充実して利用者増加が期待されています。
　次回は、Medicare.gov をはじめとする重要な医療サ
イトをサイバー攻撃から守るための国や医療機関の取り
組みをお届けします。🅜

Disclaimer: This essay is informational and educational purposes 
only and not intended to be a substitute for professional advice 
or consultation. If you seek any legal advice or professional 
consultation, please contact legal professionals or experts

■ Profile
河野圭子　米国病院経営士会認定病院経営士。薬剤師（日本）。ワシントン
大学医療経営学部修士課程修了。フロリダ州サラソタ記念病院にて病院経営
フェローシップ終了。アメリカの病院でビジネス開発アナリストや医療機関
でボランティアを続けながら全米を縦横断し、現在は８州目のノースカロラ
イナ州で認定メディケアカウンセラーとして活躍中。

※ 本稿の内容は情報提供を目的とするものであり、
アドバイスやコンサルテーションを目的としてい
ないことをご了承ください。

●ホームページ：https://e-kono.com ➡
　 今回の内容に関連する情報やアメリカの医療につ

いて紹介しています。

お断り： 英訳は、日本とアメリカの医療制度に違いがあるため、意訳し
ている部分があります。

～薬局と薬剤に対する高齢者の声～
- 今のかかりつけ薬局は、薬剤師やスタッフが親切で服薬指導もしっかりやってくれるので変えたくないが、自己負担が下

がらないので、経済的な理由で他の薬局に変えざるを得ない。
- 保険会社による薬剤郵送配送サービスは、夏の間高温の郵便受けに放置した薬剤の品質の問題や、薬剤が届かないことが

あるが、保険会社は薬剤の再送をしてくれないので薬剤がなくて困った。
- アメリカは定期処方薬は、１カ月～３カ月分の処方が一般的。１カ月は、30日で計算されるので、31日の月は１日分足

りなくなり、１年では、５日分の不足。保険会社と薬局に説明しても、聞いてもらえなかった。
- 同じ薬剤でも、薬物含有量により、保険がカバーしないことがある。例えば、同薬剤で50ミリ錠剤は保険適応外、100ミ

リ錠剤は保険適応なので、医師に事情を説明して100ミリ錠の処方箋を出してもらって、半分に切って服用。

　そこで、保険 B に変更することで、クラーク薬局で
の自己負担が18万円に下がり継続して利用できるよう
になりました。
　しかし、時にスミスさんのように、保険と薬局を変更
したり、薬剤購入補助制度を探しても自己負担額がさほ
ど下がらないこともあります。この場合は、自己負担の
高くなる薬剤を購入しない高齢者もおられます。
　本題から外れますが、薬剤のコンプライアンスや ア
ドヒアランス、かかりつけ薬局を持つ重要性が論じられ
ていますが、それ以前に自己負担のアフォーダビリ
ティーの問題が立ちはだかっているように感じます。こ
の傾向は、患者さんの保険の自己負担が、医療機関、薬
局選びの指標になっていく可能性が示唆されています。

Therefore, I would recommend him to change the Part D 

plan to insurance B from insurance A. As a result, the annual 

cost will be $1,835 which allows him to continue using Clark 

pharmacy.

However, sometimes, as in Mr. Smith's case, changing 

insurance and pharmacy or looking for a drug assistance 

program does not lower the copayments much. In this case, 

some senior people decide not to buy expensive drugs.  This 

implies that the cost-sharing amount will be pharmacies and 

provider choice factors for patients.  

Although we think that drug compliance, adherence, and 

having a family pharmacy are important, drug affordability is 

essential for patients.

56　医事業務　NO.618 2022.2.1

keik7
Text Box
2022年2月1日号医事業務（産労総合研究所）　


