ASEANにおけるヘルスケア制度・政策調査

国名： マレーシア
■公的な社会保障制度
１．社会保険制度

枠組み・概要

公的な医療保険、介護保険は存在せず、社会保険制度といえるものは、退職者の所得確保制度である
①従業員積立基金（EPF）、および②従業員社会保障制度（SOCSO）に限られる。
①EPFは従業員とその雇用者の双方が月給の一定額を加入者の個人貯蓄口座に積み立てる強制拠出
制度。各個人の積立金と資金運用による配当が給付に充てられる。②SOCSOは労働傷害の補償を目
的としており、労使双方が一定額を拠出する。③これに加え、2017年10月に失業保険にあたる雇用保険
制度（EIS）が2018年1月1日から導入された。労使双方が月給の0.2％ずつを拠出する。
ただし医療については、政府予算の支出によりわずかな自己負担で公立の病院・診療所を受診すること
が可能となっており、これら公的医療機関が、医療保険に代わって国民の健康を支える制度として機能
している。

所管官庁・対象範囲

１－１．

医療保険制度

1）

有／無

2）

備考（参考URLなど）

①：従業員積立基金（EPF）
②、③：従業員社会保障機構（SOCSO）

適用
無
医療保険制度は存在しないが、公立の医療機関での医療サービスについては、連邦政府予算からの支
出があるため患者の自己負担は少ない。公立の医療機関については、医療料金法（Fee Act）に基づい
て診療費を設定しており、例えば、マレーシア国民であれば1リンギから数リンギ（1リンギ＝約27.5円、
2018年3月末時点）で外来での診察を受けることができる。また、検査、手術、入院や薬剤にかかる追加
的な費用も低く設定されている。
参考：厚生労働省「2016年海外情勢報告」
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/17/dl/t5-04.pdf
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１－２．

年金制度

1）

有／無

有

2）

日本語名称

従業員積立基金

3）

現地語（および英語）名称

Employees Providnet Fund (EPF)

4）

概要

適用

労働者と雇用者が月給の一定額を拠出して積み立てる強制拠出基金制度。退職後の金銭的補償、健
康的な生活を保障することを目的とする。各加入者の積立金と資金運用による配当の合計が給付に充
てられる。加入者の個人貯蓄口座は、第1口座と第2口座に区分される。第1口座は拠出・配当額の70％
相当で、退職時に備える目的として55歳到達時に貯蓄残高の全額引き出しが可能（注1）。第2口座は
30％相当で、住宅購入、教育、医療等に充てることができる（注2）。2013年まで退職年齢が55歳だった
ため、支給開始年齢が55歳となっているが、2018年3月現在は定年が60歳に延長されており、EPFの支
給開始年齢もこれに合わせることが検討されている。
※注1：55歳到達時の全額引出以外に、毎月、2ヵ月に一回、または、希望時期に希望額を引き出すとい
う選択肢がある。
※注2：住宅や教育資金など所定の用途であれば55歳前でも引き出すことができるほか、50歳到達時点
で用途に限らず全額または一部が引出し可能。

5）

受取金額

加入者の積立金と資金運用による配当を合わせた額。ただし、被保険者が障害を負った場合、または
死亡した場合は、別途、障害年金、遺族年金の支給がある。
■障害年金：特別給付一時金として5,000リンギ（約13万7,500円）（積立金および配当とは別に支給。た
だし、55歳到達前に障害を負った場合で、障害による退職または解雇から1年以内に申請したマレーシ
ア国民または1998年8月以前にEPFに加入した非マレーシア国民の被保険者が申請可能）
■遺族年金：特別一時給付金として2,500リンギ（約6万8,750円）（積立金および配当とは別に遺族に支
給。ただし、60歳到達前に被保険者が死亡した場合で、被保険者がマレーシア国民または1998年8月以
前にEPFに加入した非マレーシア国民の場合に申請可能。）
※1リンギ＝約27.5円（2018年3月末時点）

6）

加入者
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7）

積立金

年齢および月収によって積立金が異なる。
一般的な積立金は以下のとおり。
（１）60歳未満、月収5,000リンギ以下 使用者：月収の13％、被雇用者：月収の11％
（２）60歳未満、月収5,000リンギ超
使用者：月収の12％、被雇用者：月収の11％
（３）60歳以上、月収5,000リンギ以下 使用者：月収の6.5％、被雇用者：月収の5.5％
（４）60歳以上、月収5,000リンギ超
使用者：月収の6％、被雇用者：月収の5.5％
参照：http://www.kwsp.gov.my/portal/en/employers/employersresponsibility/contribution/contribution-rate

8）

関係法令

従業員積立基金（EPF）法
http://www.kwsp.gov.my/portal/en/about-epf/epf-act

9）

備考（参考URLなど）

※公務員に関しては、別途「公務員年金制度」がある。公務員であってもEPFを利用することは可能。
厚生労働省「2016年海外情勢報告」
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/17/dl/t5-04.pdf

１－３．

介護保険制度

1）

有／無
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２．高齢者福祉
（１）高齢者基金（BOT：Bantuan Orang Tua）
貧困層の高齢者が地域コミュニティに支えられながら通常の生活を送ることができるようにするための
政府支援。月額300リンギ（約8,250円）が支給される。60歳以上のマレーシア国民の高齢者で、収入を得
る手段がなく単独で生活をしている者に対して支給される。
※1リンギ＝約27.5円（2018年3月末時点）

枠組み・概要

（２）高齢者向け福祉サービス
①高齢者向けアクティビティセンター（PAWE）
全国50カ所以上に設置。レクリエーションやリハビリのプログラム、健康に関するセミナー開催などの福
祉サービスを提供する。60歳以上のマレーシア国民は無料で利用できる。
②ホームヘルパーサービス
単独で暮らす高齢者向けにボランティアのホームヘルパーを派遣。
③病院送迎サービス（UPWE）
単独で暮らす高齢者または家族内の高齢者の病院送迎を行う金銭的余裕のない世帯を対象に、病院
（または診療所）への送迎サービスを無償提供。
＜参考資料＞
http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=VzNXN1VHM0hxZ3VqWWhZS0RhMDZidz09
https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/uploads/files/Muat%20Turun/MOST/S4_P1_Tuan%20Hj_%20Fazari.p
df

所管官庁・対象範囲

女性家族社会開発省社会福祉局

３．社会保険制度以外の医療・介護に係る公的扶助制度
■寝たきりの障害者向けの補助金制度（Financial Aid for Bedridden Clients）
障害者または慢性的な寝たきり患者の介護を行う家族に対し、月額300リンギ（約8,250円）が支給され
枠組み・概要
る。マレーシアに居住するマレーシア国民で、障害者または慢性的な寝たきり患者である家族の介護を
※低所得者等を対象とした特に医療・介護に係
終日行っており、世帯収入が月額3,000リンギ（約8万2,500円）を超えないことが給付の条件。
る公的扶助制度。
※1リンギ＝約27.5円（2018年3月末時点）
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■健康管理・増進に係る政府の政策（関連指標）
１．昨今の重点政策
SSB（砂糖入り甘味飲料）に対する税金を導入することを検討。
https://govinsider.asia/digital-gov/feisul-mustapha-ministry-of-health-malaysia-obesity-diabetes/
2017年の世界糖尿病の日（11月14日）、女性を対象とする"女性と糖尿病:私たちの健康、私たちの選択、私たちの
権利"とのキャンペーンを実施、糖尿病に対する意識を高めることが狙い。
https://kpkesihatan.com/2017/11/14/kenyataan-akhbar-kpk-14-november-2017-hari-diabetes-sedunia-2017/
国立心臓研究所(IJN)がサバ州住民に無料健康診断および講座を提供。
https://www.nst.com.my/news/nation/2017/09/280474/free-check-ups-ijn-conjunction-malaysia-day

1）

生活習慣病対策
近年の需要の高まりを受け、マレーシア農業研究開発機構は、様々なプログラムや活動を通じて、有機農業分野を
積極的に開発している。地元の大規模な有機小売店、Country Farm Organics と Zenxin は有機食品の販売に足掛
かりを築く。
http://www.mdpi.com/2311-7524/2/3/12/htm
2017年4月20日に、保健省は肥満等の予防のためとして、一定の基準を満たした食品や飲料に表示できる
「Healthier Choices logo」を発表し、積極的な登録を呼びかけた。
http://www.theborneopost.com/2017/04/21/food-and-beverage-companies-encouraged-to-use-healthierchoice-logo-to-promote-awareness/
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新生児に対するBCG、Hepatitis B、MMR、DTaP、Hibなどの予防接種が義務付けられている。
国立接種プログラムの下、MOH施設で無償で提供されている。
http://www.myhealth.gov.my/en/immunisation-schedule/
15歳以下の子供に対するBCG、Hepatitis B、MMR、DTaP、Hib、IPV、HPV、風疹など 予防接種は、国立接種プログ
ラムの下、MOH施設・学校で無償で提供されている。
http://www.mmgazette.com/immunisation-program-in-malaysia-lai-siew-shyuan/
https://www.fondation-merieux.org/wp-content/uploads/2017/10/vaccinology-2017-faridah-kusnin.pdf

2）

児童の健康増進対策

"1 Murid, 1 Sukan （1人学生 1つスポーツ）" は、
すべての学生が学校で少なくとも1つのスポーツを参加させる制度。
https://www.moe.gov.my/index.php/my/soalan-lazim/ko-kurikulum
https://www.moe.gov.my/images/dasar-kpm/1murid1sukan/articlefile_file_001793.pdf
口腔衛生は定期的に幼児、就学前の子供、小学生、中学生、大人および高齢者に歯科検診を提供。
http://ohd.moh.gov.my/v3/index.php/en/the-dental-services/primary-oral-healthcare4
政府は栄養摂取のガイドライン（National Plan of Action for Nutrition Malaysia ）を導入。
学校食堂の食品監視・メニュー開発、学校ミルクプログラム などを実施。
http://nutrition.moh.gov.my/wp-content/uploads/2016/12/NPANM_III.pdf
http://nutrition.moh.gov.my/program-susu-1malaysia-ps1m/

Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

6

ASEANにおけるヘルスケア制度・政策調査
非伝染性疾病に対する国家戦略計画
• 心血管疾患、癌、糖尿病、または慢性呼吸器疾患からの死亡率のリスクを減らす
• 15歳以上の喫煙率を減らす
• ナトリウムの摂取量を減らす
• 飲酒率を減らす
• 糖尿病や肥満率の増加を食い止める
に向けて、アクティブ・健康的な生活の促進活動を実施、タバコの増税、広告・スポンサー活動の禁止、パッケージ
に絵・画像で健康警告などを実施。
http://www.moh.gov.my/english.php/pages/view/698（National Strategic Plan For Non-Communicable Disease
2016-2025）
http://jknj.moh.gov.my/ncd/strategiknsp.pdf
https://www.nst.com.my/news/exclusive/2017/05/238983/government-stub-out-tobacco-use-raising-taxesfurther
http://www.starproperty.my/index.php/articles/property-news/health-department-going-all-out-to-make-statesmoke-free/

3）

中年の健康増進対策

ファイザーマレーシアは、マレーシア高血圧学会(MSH)および
マレーシア国立脳卒中協会(National Stroke Association of Malaysia)との提携で、The Morning Hype キャンペーン
を開始した。基本的な健康診断、血液、BMI、血糖値、コレステロール検査を提供。
https://www.nst.com.my/news/2016/07/159333/morning-hypertension
https://www.facebook.com/events/323327918062090/
マレーシア栄養協会、マレーシア栄養士協会およびマレーシア肥満研究協会が「栄養マンス マレーシア2017フー
ド・フィット・ファン・フェア」を主催。
テーマ：Eat Smart + Move More = Recipe for Healthy Families
体重、血圧、コレステロール値、血糖値検査、栄養士相談を無料提供。ほかに、ズンバやヨガ、料理教室を実施。
http://nutritionmonthmalaysia.org.my/
http://nutritionmonthmalaysia.org.my/wp-content/uploads/2017/03/nmm2017_flyer.pdf
「1万ステップは390カロリーと同等（半皿のナシ レマック）、カロリーを燃焼させるために速く歩いてみましょう」キャン
ペーン。
https://www.facebook.com/myhealthkkm/photos/a.170726459645560.51924.170501559668050/17340833733098
53/?type=3&theater
「健康になりたいキャンプ」キャンペーンで無料健康診断、健康クイズ、健康情報の展示、1万ステップ、エアロビクス
などの活動を実施。
https://www.facebook.com/myhealthkkm/photos/a.170726459645560.51924.170501559668050/17964671170714
78/?type=3&theater
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国家人口・家族開発委員会 (LPPKN) は、女性の幸福のタッチポイントプロジェクトで 全国的に無料子宮頸部細胞
診を提供。
https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2017/10/23/clinic-to-offer-free-pap-smear-test-for-women/

4）

女性の健康増進対策（周産期の健 マレーシア国立がん協会は、Etiqa保険会社との共同の取り組みで恵まれない女性に無料のマンモグラムを提供。
https://www.cancer.org.my/free-mammograms-for-the-underprivileged-in-collaboration-with-etiqa/
康対策、乳がん等婦人科系病対
https://www.cancer.org.my/free-mammograms-for-malaysian-association-for-the-blind/
策）
セランゴール州政府は、無料マンモグラム スクリーニング スキーム セランゴール (MammoSEL) でセランゴール州
の35歳以上の女性住民に無料マンモグラム検査を提供。
http://ipr.selangor.gov.my/skim-kesihatan-wanita/
http://ipr.selangor.gov.my/mammosel-30456-wanita-terima-manfaat/

5）

病院・介護施設整備対策

2018年予算案:
質の高い医療サービスを提供するために、270億リンギを 医療用品、医療支援、医療施設、医療機器、救急車の
アップグレードと維持、医療扶助基金、病院の建築などに割り当てる。
https://www.pmo.gov.my/bajet2018/TouchpointsBudget2018.pdf
http://www.treasury.gov.my/pdf/budget/speech/bs18.pdf
https://www.pwc.com/my/en/issues/budget2018.html
https://www.thestar.com.my/news/nation/2017/10/27/budget-2018-najib-begins-delivery-of-speech/
第11次マレーシアプラン(11Eleventh Malaysia Plan, 2016-2020):
第4章 ”皆の福祉を改善する”(Chapter 4: Improving wellbeing for all)
戦略 A1: 行政・医療制度などから十分なサービスを受けていないコミュニティを対象としたサポートを強化する。具
体的な取り組みとしては、モバイルヘルスケアの拡大、プライマリーヘルスケアチーム、在宅ヘルスケアプログラム
などを改善。

6）

その他現地で現在重点的に実施さ 戦略 A2:
より良い健康の成果を出すシステムを改善する。
れている／新たに開始された健康
対策
戦略 A3:
医療機関の利用増加に対応するための収容・対応能力を拡大・向上。新たな施設の開発、既存施設の整備、医療
従事者の能力の向上などを強化。
戦略 A4:
民間セクターやNGOとの連携を強め、健康意識を高める。このようなコラボレーションは、地域社会の健康から、防
止プログラム、産業・大学・研究機関間の研究開発活動まで幅広い。
http://www.epu.gov.my/sites/default/files/Chapter%204.pdf
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２．関連指標
合計340病院 （公的144病院、MOH 管轄以外の医療施設9病院、民間187病院）※2016年12月時点
MOH 管轄以外の医療施設とは、MOHではなく Ministry of Higher Education; Ministry of Women, Family,
Community Development および Ministry of Defence 管轄の医療施設 。

①全国の病院数（公的、民間）
Health Facts 2017:
https://myhdw.moh.gov.my/public/documents/20186/150084/HEALTH+FACTS+2017/98041185-ce34-48779ea1-4d5341e43187

②主要都市の病院数（公的、民間）

合計KL34病院 （公的6病院、民間28病院）※2016年12月時点
http://www.moh.gov.my/english.php/database_stores/store_view/3
http://www.hospitals-malaysia.org/portal/index.asp?menuid=3

③全国の病院のベッド数（公的、民間）

合計59,653ベッド（公的41,995ベッド、MOH 管轄以外の医療施設3,683ベッド、民間13,975ベッド） ※2016年12月時
点
Health Facts 2017:
https://myhdw.moh.gov.my/public/documents/20186/150084/HEALTH+FACTS+2017/98041185-ce34-48779ea1-4d5341e43187

④主要都市の病院のベッド数（公的、民間）

クアラルンプール市内 合計 8,086 （公的4,748ベッド、民間3,338ベッド） ※2016年12月時点
http://www.hospitals-malaysia.org/portal/index.asp?menuid=3
http://www.moh.gov.my/english.php/database_stores/store_view/3
http://www.hrc.moh.gov.my/utama/index.php/test/profile/history
http://www.ummc.edu.my/ummc/number_of_bed.asp
http://hospitaldirectoryasia.com/HospitalPage.aspx?id=16787

⑤全国の介護施設数（公的、民間）

合計325（公的180施設、NGO 34施設、民間104施設 不明7施設） ※2016年12月時点
http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/map&map_type=03&id=SElVM3Q2R010UGNPRUhmbzlWWlREdz09#

⑥主要都市の介護施設数（公的、民間）

クアラルンプール市内 合計18（内訳は次のとおり。公的0施設、NGO1施設、民間10施設、不明7施設） ※2016年
12月時点
http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/map&map_type=03&id=SElVM3Q2R010UGNPRUhmbzlWWlREdz09#
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⑦全国の介護施設のベッド数（公的、民間）

主要な州（スランゴール、ペラ、ジョホール、マラッカ、ペナン）の12施設（民間7,NGO5)に対して電話取材をした結
果、民間施設平均ベッド数39.7床、NGO施設平均39床と言う結果であった。※2017年12月時点

⑧主要都市の介護施設のベッド数（公的、民間） クアラルンプール市内 合計347ベッド（公的0ベッド、NGO30ベッド、民間317ベッド） ※2016年12月時点

⑨医師の数

合計50,087人（公的36,403人、民間13,684人） ※2016年12月時点
医師1人当たりの人口632人
Health Facts 2017:
https://myhdw.moh.gov.my/public/documents/20186/150084/HEALTH+FACTS+2017/98041185-ce34-48779ea1-4d5341e43187

⑩看護師の数

合計102,564人（公的65,227人、MOH 管轄以外の医療施設6,798人、民間30,539人）
看護師1人当たりの人口309人 ※2016年12月時点
Health Facts 2017:
https://myhdw.moh.gov.my/public/documents/20186/150084/HEALTH+FACTS+2017/98041185-ce34-48779ea1-4d5341e43187

⑪介護師の数

マレーシアには介護士の資格が無いため正確な数を把握する事が不可能なため上記⑦と同施設にCare Giverの
数も同時に取材をした。結果、民間施設平均人数8.6人、NGO施設平均人数9.4人と言う結果であった。 ※2016年
12月時点

⑫全国および主要都市の肥満率（BMI30以上）

全国17.7％（331万人）／ クアラルンプール14.9％（17万人） ※2015年時点
NATIONAL HEALTH AND MORBIDITY SURVEY 2015:
http://www.iku.gov.my/images/IKU/Document/REPORT/nhmsreport2015vol2.pdf
https://www.nst.com.my/news/nation/2017/06/246538/malaysians-most-obese-region

⑬全国および主要都市の糖尿病患者数

全国17.5％（353万人）／ クアラルンプール17.4％（22万人） ※2015年時点
※診断未確定含む
NATIONAL HEALTH AND MORBIDITY SURVEY 2015:
http://www.iku.gov.my/images/IKU/Document/REPORT/nhmsreport2015vol2.pdf

⑭全国および主要都市の高血圧症患者数

全国30.3％（611万人）／ クアラルンプール33.8％（42万人） ※2015年時点
※診断未確定含む
NATIONAL HEALTH AND MORBIDITY SURVEY 2015:
http://www.iku.gov.my/images/IKU/Document/REPORT/nhmsreport2015vol2.pdf
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■民間の個人向け保険

1）

2）

民間保険の種類

生命保険(Life Insurance)、36種病気保険(Critical Illness)、医療保険(Health & Medical)、損害保険(Accident
Insurance)、貯蓄保険(Saving & Investment)、教育保険(Education)、退職保険(Retirement Insurance)、自動車保険
(Motor Insurance)、火災保険(Fire Insurance)、 旅行保険(Travel Insurance)
https://www.aia.com.my/en/our-products.html
https://www.hla.com.my/CMS/Product-Services/insurance-solutions.aspx
http://www.kurnia.com/content/products
http://www.takaful-malaysia.com.my/Home/Pages/default.aspx

民間保険の加入率

生命保険+イスラム式保険(Takaful) 54-56％ ※2016年時点
2020までの加入率:75％
https://www.bnm.gov.my/files/publication/fsps/en/2016/cp03.pdf
https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/05/22/liberalisation-to-help-boost-life-insurancepenetration-rate/
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