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特別リポート
ケーススタディー

日本医師会の年金改革
内外株式リスクは抑制

ガバナンス増強、外部専門家を活用

資産規模は5000億円を超え、現役加入者と受給者を合わせると4万人を超える大規模な年金制度がある。
日本医師会（日医）が会員医師向けに運営している私的年金制度だ。厚生年金基金数が減少し、確定給付
企業年金（DB）の新設も頭打ちとなる中、私的な「年金保険制度」ながら、その存在感は際立つ。国内資
産を抑制しつつ、オルタナティブを拡充するなどDBと同様の資産運用に取り組む一方、外部の年金専門家
らを交えた制度運営とガバナンスは、企業年金の体制よりも強固な特徴を持つ。
（深沢道広）

半世紀続いた任意共済

ごとに利率を見直す。支給

「医師年金」は日医が1968年10月に発足させた

開始年齢も選択可能だ。脱

積み立て型の私的年金。2015年3月末で加入者約1

退を希望すれば、市場金利

万8000人、受給者約2万2000人を擁する。同年3月

を付加した脱退一時金をい

末時点の資産は約5095億円。将来の給付のために

つでも支給する柔軟な設計

現時点で保有すべき負債（責任準備金＋価格変動

で、医師のライフスタイル

準備金）の約5575億円を約481億円下回ってはい

に応じた多様な受給が可能

るものの、財政状況は改善傾向にある。DBなどの

となっている。

企業年金と比べると、資産規模ではNTTやトヨタ

日本医師会で年金事業を担当する今村聡副会長

自動車など国内大手企業の企業年金には及ばない

＝写真＝は06年から年金事業の担当理事で、制度

が、国内有数の巨大年金制度だった。

改革に奔走したという。医師年金は企業年金など

医師年金はもともと、確定給付企業年金法など
に基づく企業年金とは異なり、加入者が支払う保
険料は社会保険料控除・生命保険料控除等の所得
控除の対象にはならない。税制優遇の限られた、
いわば任意共済だった。
医師年金の対象は日医会員の医師に限られる。

2

率は1.5％で、基本的に5年

とは違った背景から見直しを迫られた経緯もあっ
たのだ。

保険業法の「年金保険制度」に
医師年金は、最盛期には加入者5万4000人、資

加入資格は満64歳6カ月未満。加入するかしない

産規模7100億円まで拡大していたほどだが、一

かは任意だが、実際に加入すると年齢に関係なく

時、存続が危ぶまれたこともある。無認可共済な

基本保険料として月額1万2000円を拠出する。希

ど根拠法のない共済契約者保護などを目的とする

望に応じていつでも加算保険料を6000円単位で

改正保険業法が成立し、06年4月に施行となった

増 減 で き る 仕 組 み だ。 事 務 費 と し て 保 険 料 の

ためだ。医師年金のように財団・社団が運営する

0.25％を徴収する。

共済事業も、原則保険業法で求められる厳しい運

給付設計は基本年金、加算年金の2階建てで、い

営・財政上の規制を受ける見通しとなったのだ。

ずれも保証期間15年の終身年金だ。このうち加算

しかし、日医が医師年金の理念や公共性を政府

年金は5、10、15年の確定年金も選べる。給付利

関係者に訴えたこともあり、10年11月に保険業法
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が再改正され、所管官庁の厚

旧ポートフォリオ
（2014年12月末）

生労働省に認可申請を行うこ

国内株式
10％

とで、保険業法に基づく「年
金保険制度」として再スター
政府の公益法人改革を機
に、日医は内閣府公益認定等

パッシブ

トを切った。

国内債券
30％

外国株式
25％

外国債券
30％

ヘッジファンド
5％

パッシブ・コア
（4資産）
三菱UFJ信託

パッシブ
三井住友信託

委員会から公益性を認めら
れ、税制優遇が認められる公
益社団法人に移行。医師年金
た。

アクティブ

も日医の公益事業と認定され

資産運用

コンサルを積極活用

バリュー
JPモルガン
AM

グロース
ウォルター・スコット

FOHF
パーマル

グロース
MFS

バリュー エマージング
MFS アバディーン

FOHF
リクソー

中小型
大和住銀

エマージング
バリュー
JPモルガン
ウエリントン
AM

FOHF
GSAM

新ポートフォリオ
（2015年4月〜）

「運用成績が良ければ、配分
を増やす。
悪ければ、減らす」。

国内株式
7％

日医は00年代前半、信託銀行
ス型運用や一般勘定、つまり
お任せ運用をそれぞれ委託

パッシブ

や生命保険会社数社にバラン

国内債券
18％

外国株式
17％

パッシブ
三井住友信託

によって配分額を増減させる
仕組みをとっていた。企業年

形のポートフォリオ全体での
運用管理ではなかったのだ。

アクティブ

資産全体で資産配分を考える

バリュー
野村AM＊

コア
MFS＊

グロース
MFS

コア
ウエリントン＊

ハイイールド
ハイイールド
ニューバーガー＊ シェンクマン＊

大和住銀＊

中小型
大和住銀

グロース
ベイリー・ギフォード＊

バンクローン バンククローン
イートンバンス＊ インベスコ＊

GSAM＊

バランス型でも株式相場が

しかし、ITバブルの崩壊など

グロース
ウォルター・スコット

エマージング
アライアンス＊

債券マルチ
ナティクシス＊

エマージング
ウエリントン＊

ピムコ＊

債券マルチ
ニューバーガー＊

エマージング
アバディーン

堅調で運用環境が良好なとき
は、
特段問題は生じなかった。

ヘッジファンド
10％

パッシブ・コア
（4資産）
三菱UFJ信託

し、運用委託先間の運用実績

金では既に当たり前の、運用

外国債券
48％

キャプラ＊
ブラックロック＊

（注）日医「年金税制課」資料を基に「年金情報」が作成。社名は実質的な運用会社、一部省略。アクティブ運用の一部は
信託銀行の年金信託契約含む。＊は新規ファンド（同じ会社で戦略の入れ替え含む）

運用環境が急変した場合、多額の損失が発生しが

会社のように運用専門家が十分いるわけではな

ちだったという。

く、少ない専従者で対応するため、そもそもイン

そこで日医はまず06年、企業年金への運用コン
サルティングを手掛けるタワーズワトソン・イン

ハウス運用が難しい事情もある。そのため、外部
コンサルを活用する選択肢をとったのだ。

ベストメント・サービス（当時のワトソンワイアッ

06年度のポートフォリオは国内債券31％、外国

ト）を運用コンサルタントに起用。ポートフォリ

債券31％、国内株式19％、外国株式19％で構成。

オを策定した上で、資産ごとに最適な運用委託先

具体的には運用資産の大半を占めるコア部分は信

を選ぶ「ポートフォリオ運用」を開始した。保険

託銀行のパッシブ運用を中心に、残りをサテライ
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トでアクティブ運用を組み入れ、全
た。その後、投資対象も拡大。前回

15

加え、オルタナティブ投資も始めた。

10

当初はゴールドマン・サックス・ア

5

セット・マネジメントなどのファン

証券フィデューシャリー・サービス
研究センターに変更したが、タワー

12.47

リーマンショック
6.80

6.29

4.42

10.58

8.31

12.68

0.55 1.33

0

ド・オブ・ヘッジファンズ（FOHF）
運用コンサルは10年度から野村

20.97

20

（10年）の見直しで、伝統的4資産に

など3ファンドを採用した。

医師年金の運用実績の推移

利回り
（%）
25

体として運用管理する方式に改め

−0.59

−5
−10
−15

任意共済

−20

ズワトソンのときにつくったポート
フォリオ運用の管理手法の大枠自体

2004 05

06

−13.94
07

08

特定保険業
09

10

11

12

13

14＊ 15（年）

（注）日医「年金・税制課」資料を基に「年金情報」が作成。2013年までは任意共済で、決算期が9月。14年
以降は保険業法に基づく特定保険業の年金保険制度で、決算期が3月。13年4月〜14年3月までの1年間

は引き継がれている。

外債48％のワケ

定リスク（標準偏差）は7％から6％前後に低減し
た。総幹事の三井住友信託銀行の利源分析によれ
ば、12年に216億円、13年に709億円と一定の利差

日医は15年4月、資産配分を見直し、新しいポー

益が得られ、財政改善があったこともあり、より

トフォリオで運用を開始した。5年ごとに決算の

安全安定的な資産運用を目指してリスクの軽減を

結果などを考慮して年金の財政計画を検討してお

図るのが狙いだ。

り、その見直し時期だった。

期待運用収益率の3.5％は、運用目標の目安でも

新ポートフォリオは、国内債券のうち長期が

ある予定利率と関係している。03年に3％から

18％（従来15％）
、超長期がゼロ％（同15％）、外

1.5％に引き下げて以来、予定利率を1.5％に据え

国債券のうち先進国が33％（同30％）
、クレジッ

置いている。

トが15％（同ゼロ％）、国内株式7％（同10％）、外
国株式17％（同25％）
、ヘッジファンド10％（同
5％）
。企業年金の間で一般的な平均・分散アプ
ローチに基づき最適な構成比を求めた。
新ポートフォリオは国内債券の超長期債を全廃
し、国内株式と外国株式を引き下げる代わりに、

外部の年金・数理専門家が議論に参画
日医はあくまでも会員医師のための団体で、年

外国債券でクレジット投資を開始し、オルタナ

金制度はその一環で手掛けているにすぎない。に

ティブを倍増させた。積み立て不足の早期解消の

もかかわらず、一般の年金基金と同様の資産運用

ために、運用リスクを取るより、運用リスクの引

を実施したり、経済情勢を踏まえ制度設計の見直

き下げを優先した。今村副会長は「欧州債務危機、

しが可能となっている背景には、外部の専門家を

中東の原油動向、チャイナショックなど因果関係

積極的に活用する独自のガバナンス体制がある。

が見えにくいため、リスクを抑制する選択をした」

日医の場合、外部の年金や数理の専門家が議論に

としている。今後はポートフォリオの範囲内で、

加わっているのが特色だ。

よりリスク軽減を図るために、運用スタイルによ
る分散や運用委託先の入れ替えを検討する。

4

ガバナンス

「運用リスクをどこまで取るか」「株式と債券の
比率はどうするか」「為替ヘッジの有無」「オルタ

新ポートフォリオの期待運用収益率は4.1％か

ナティブの是非」――といった多様な議論をする

ら0.6ポイント引き下げ3.5％とした。この結果、想

の が、「 資 産 運 用 多 様 化 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
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（WG）
」である。同WGは年金・

日本医師会のガバナンス体制

税制課の担当理事、同課の事務

厚労省認可特定保険業
（2013年4月〜）

局、外部の運用コンサルティン
グ会社で構成している。まず、

日本医師会 理事会

（今村聡副会長ら3人が運用状況、苦情、
コンプライアンス）

つくる。

承認

次にこのWGの素案を、外部

監査

年金委員会

の年金や数理専門家を交えた

（医師年金の審議・議決機関：加入者代表ら16人で構成）

「生涯設計委員会」に提示するこ

助言

とになる。同委員会は一橋大名

生涯設計委員会

誉教授の高山憲之氏が委員長を

（医師年金の検討機関：
外部の年金・数理専門家5人＋日医担当理事3人で構成）

務める。このほか、元企業年金
連合会常務理事の鹿毛雄二氏、

素案

元企業年金連絡協議会会長（元
NEC企業年金基金常務理事）の

資産運用多様化ワーキンググループ
（事務局：担当理事、年金税制課、
運用コンサルティング会社で構成）

彭城晃一氏ら外部の年金実務経
験者、元厚労省年金局数理課長
事務局長などを歴任した田村正

（運用実績、年金収支、
加入者数推移、通帳残高等）

担当理事

彼らWGが事務局案（素案）を

で野村年金マネジメント研究会

監事会

（医師会議決機関：日医理事・監事32人で構成。財政計画や決算）

年金資産運用基本方針・細則
（注）日医「年金・税制課」資料を基に「年金情報」が作成

雄氏、アクチュアリーの峯村栄
司氏─の数理専門家と、日医側の今村副会長、常

は保険業法などの法令から、認可事項や届け出事

任理事2人と年金・税制課の担当者が参加する。今

項などの手続きについても、理解できるようなプ

村副会長は「素案について外部の専門家に質問や

ログラムという。

問題点を指摘してもらい、素案を詰める」として
いる。

医師年金は保険業法に基づく年金保険制度であ
るため、モニタリング等は細分化され、かつ重層

医師年金についての正式な審議・議決機関は「年

的だ。例えば、財政計画や決算内容など重要な方

金委員会」が担う。企業年金でいう代議員会に相

針は理事会がモニタリングする。理事会をモニタ

当するものだ。同委員会は今村副会長が委員長を

リングするのが監事で、「業務の適切性」など28

務め、担当理事2人のうち1人が副委員長。加入者

項目を管理する。監事はまた運用実績、年金収支、

や受給者の代表8人（各地の医師会幹部）のほか、

通帳残高、加入者数の推移などを見る。今村副会

日医理事、日本医学会の会長と副会長の2人、さら

長ら担当理事は運用状況、苦情・クレーム、コン

に学識経験者3人の合計16人が参加する。

プライアンス業務を適宜チェックしている。

医師会は公益社団法人であるため、最終的な意
思決定は理事会で行う。ただ理事会は日医理事・
監事で構成しており、
「基本的に年金専門家がいな
いので、年金委員会の審議結果を上程するのが通
例。WGの提案から実行までにタイムラグが生じ
るのが課題」（今村副会長）という。

今後の見通し

制度・運用の在り方検討
ポートフォリオ運用を開始した06年9月末の年

日医は理事会などで協議する委員が形骸化しな

金資産は5675億円で、負債は6690億円と積み立て

いよう、理事や監事向けに医師年金に関する研修

不足が1015億円あった。08年のリーマンショック

会を開催している。理事や監事に必ずしも年金に

の影響で、資産が一時4000億円を割り込み、積み

関する専門性がないためで、それを補う。15年に

立て不足も2000億円超まで拡大した。
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しかし、世界的な株高など
の運用環境の好転で、資産は

（億円）
8,000

15年3月末には5000億円を回

7,000

復。積み立て不足は481億円

6,000

まで縮小している。14年度決

5,000

算時の見通しでは、数年後に
不足金の解消が見込まれる状
況にある。
このため、日医は積み立て

医師年金の運用資産と積み立て不足の推移
積み立て不足
資産額

1,015

910

1,808

1,925

2012

4,623

4,376

08

09

2,100

1,855

4,160

3,846

3,926

10

11

12

1,124

955

481

4,535

4,690

5,095

13

14

15

4,000
3,000

5,675

5,644

2,000

不足を解消した時点の制度や

1,000

運営、運用の在り方について

0

の検討に着手している。検討
期間はおおむね4、5年程度と

2006

07

（注）日医「年金・税制課」資料を基に「年金情報」が作成。13年までは任意共済で、9月末。
14年以降は保険業法に基づく特定保険業の年金保険制度で、3月末

し、検討経過は年金委員会に
報告し、必要に応じて協議する。
検討課題は①経済変動などに対応できる安定し
た制度の仕組みや運営の在り方②運用手法の在り
方といった制度面と運用面に及ぶ。実際の議論は
WGで担当役員、制度担当の総幹事の信託銀行、運
用コンサルティング会社なども参加する。
医師年金はこれまで給付利率の引き下げや、基

れば、19年予定の次期財政計画に盛り込みたい考
えだ。

年間1000人新規加入目標
日医は数年後の対応を議論するだけではなく、

礎率の見直しなどで加入者や受給者の給付減額に

足元でできる施策を打ち出す。今村副会長は「医

も切り込んだ。前回（10年）の見直しでは、予定

師年金が持続可能で安定した制度運営を継続する

死亡率にかける係数を70％から50％に引き下げ

には、保険料を拠出する担い手となる加入者を増

減額した。平均余命の伸びが当初の想定よりも伸

やす必要がある」と考えている。このため、医師

びていたため、毎年30億円以上の過大な給付が発

年金に未加入の医師に対して、加入促進活動を強

生していた背景がある。予定死亡率を50％に引き

化する方針だ。

下げ減額した結果、加入者や受給者にとっては、

「医師は医療のプロだが、金融や資産運用に無関

基本年金と加算年金の終身部分が現行比減額に

心な人が多く、医師年金のメリットを十分伝えき

なった。積み立て不足が縮小したのは、こうした

れていないのが現状」（今村副会長）と指摘。「個

財政改革も背景にある。半面、財政的な余裕がで

人でする資産運用より、有利だと知らない医師が

てくれば給付改善を検討し、より魅力的な年金制

大部分」とみており、
「未加入の医師に個人向けの

度に改めることもあり得る。

民間商品よりも有利な制度であることを知ってほ

運用手法の在り方では、新しい運用戦略の採用
も爼上にある。例えば、現在は採用していないマ

しい」としている。
足元の年間の新規加入者実績は700人弱だが、

ルチアセットや不動産、保険戦略などを検討して

今後は年間の新規加入者数約1000人を目指す。日

いる。運用コンサルタントと議論はしているが、

医が以前、法人の移行問題で揺れていたとき、医

決め手がないため結論は出ていない。今村副会長

師年金の加入促進を一時凍結していた時期が数年

は「制度が決まらないと運用も決まらないが、常

間あったという。年間1000人の数値目標はそれ以

により良いものを求めていく」としている。

前の年間新規加入者数だ。

日医は日銀によるマイナス金利政策の導入を受
け、
直ちに運用を見直す状況にはないとみており、
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特別リポート
（6ページから続く）

ポート見直しで運用委託先を再構築
■株式運用抑制、スタイル分散

ケースが多い。

新ポートフォリオでは、企業年金でも縮小傾向が

しかし、日医の場合は国内債券とは決別し、外国

続いている株式運用は内外とも比率を引き下げ、国

債券の比率を高めた。新ポートフォリオでは、外国

内株式を7％、外国株式を17％とした。2010年に策

債券の比率を旧ポートフォリオから18ポイント積み

定した旧ポートフォリオは国内株式が10％、外国株

増し、48％まで拡大した。48％は全資産の中で最大

式が25％だった。内外比率は既に逆転していた。

だ。ポートフォリオの主要資産が外債のケースは珍

国内株式のアクティブ運用は①バリュー戦略②

しい。今村副会長は「投資対象を拡大し、収益機会

グロース戦略③中小型戦略──と運用スタイルを

を多様化するため運用戦略を分散させた」と説明す

分散して3ファンドを採用している。このうち、バ

る。外貨建て資産の拡大によって為替変動リスクへ

リュー戦略の運用委託先をJPモルガン・アセット・

の対応が大きな課題となるが、外国債券については

マネジメントから、野村アセットマネジメントの戦

全て為替ヘッジをかけており、為替の影響はない。

略に切り替えた。

外国債券は旧ポートフォリオでは、三菱UFJ信

外国株式のアクティブ運用については運用スタ

託と三井住友信託のパッシブ運用だったが、超過

イルを再構成し、運用委託先を入れ替えた。バ

収益を狙うアクティブ運用を拡充。エマージング

リュー戦略2ファンドを、米ウエリントン・マネジメ

債券、ハイイールド債券、バンクローン、債券マ

ントなどのコア戦略に切り替えた。エマージングを

ルチ戦略で2ファンドずつ合計8ファンドを新た

1ファンド減らし、英ベイリー・ギフォードのグロー

に採用した。これらのクレジットについては投資

ス戦略を1ファンド増やした。

タイミングを見ながら、時期を複数回に分散して

■外債が中核資産に、内外比率が逆転
株式よりも海外シフトが顕著だったのが債券で、

投資することとした。

■ヘッジファンド多様化

ポートフォリオ上の内外の大小関係が初めて逆転

オルタナティブは、ヘッジファンド戦略を分散し

した。国内債券は従来、長期債15％、超長期債15％

増やした。従来はFOHFを3ファンド採用していた

と合計30％だったが、新ポートフォリオではこのう

が、手数料が割高で、株式相場の影響を受けやす

ち超長期債を全廃した。国内債券は今後の金利上

く、リターンの源泉が見えにくいことから、ブラッ

昇により債券価格が下落する懸念があったためだ。

クロックなどシングルヘッジファンド戦略を中心

日医は急激な金利上昇を予測しているわけではな

に5ファンドに増やした。
今村副会長は
「ポートフォ

かったが、結果的には金利リスクで想定されるマイ

リオ全体の分散効果を高め、運用効率が向上する」

ナスの影響を軽減したといえる。一般に自国通貨建

としている。
現時点ではヘッジファンド戦略のみだ

て債券である国内債券は、
年金の支払い準備のため

が、他のオルタナティブ戦略も検討している。

の安定資産であり、ポートフォリオの中核である

やダイレクトメールを送付するほか、機関紙や業

と年齢を入力すると、
「何歳から年金がいくらもら

界紙への広告も実施する計画だ。このほか、加入

えるか」といった年金額の試算、また「保険料が

を検討する会員医師がより加入しやすいよう、日

いくらになるか」などの各種シミュレーションを

医ホームページを活用した年金シミュレーション

できるようにした。都道府県医師会などの協力を

ツールの提供を始めている。ホームページで氏名

得ながら普及推進に取り組みたい考えだ。
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