






行動指針

Independent
特定の政党、団体の立場にとらわれず、中立性を堅持する

Multi-stakeholder
幅広いステークホルダーを結集し、フラットな

議論の場を提供する

Agenda Shaping
市民にとって最も重要な課題を特定し、活発な議論を促す

Global
グローバルな視野を保ち、世界の医療政策分野の

リーダーと協業する

Pursuit of Excellence
政策提言のみならず、あらゆる活動において

最高水準の質を目指す

ミッション

市民主体の医療政策を実現すべく、中立的なシンクタンク
として、幅広いステークホルダーを結集し、
社会に政策の選択肢を提供すること
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20 世紀後半に「政産官の鉄のトライアングル」で奇跡的な経済成長を遂げた日本は、15 年にわたる経済の低迷

とともに国のあり方を模索しており、21 世紀の世界と日本を取り巻くパラダイムは大きく変わりつつあります。公共セ

クターと私的セクターである企業以外のたくさんの NPO の出現は社会変化の現れと言えます。公共政策も政府だけ

でなく独立した複数のシンクタンクによって提供されることが日本の課題の一つであるとの考えもあり、その中でも人

材育成は国の基本であり、この視点からも大学を基盤とした公共政策シンクタンク機能の確立は日本の主要課題だと

考えられています。これらのことを踏まえて、一昨年 4 月に特定非営利活動法人東京先端医療政策センター（現　日

本医療政策機構）<http://www.healthcare-policy.org/> を設立してから 3 年目を迎えました。当初の目標であるワ

シントン等にある多くのシンクタンクのように、私たちの政策提言を広く国民の皆様に公開し、その是非を問い、国

の政策に反映させようという活動をできるだけ多く行い、皆さんからのご要望、ご期待に沿えるよう私たちの組織と

外部ネットワークを使って調査研究し、政策を提案したり、ご支援やご寄付もいただけるよう評価の高い政策とその

実現へむけて戦略的展開をしていくことを考えて活動を進めています。

昨年は「少子化と女性の健康」「女性の雇用と健康政策」の提言を取りまとめたほか政策提言シンポジウム「患者

が求めるがん政策：わが国で整備すべき患者向け情報は何か」「再生医療　臨床応用への道筋」また本年 2 月には

国連大学ウ・タント国際会議場にて「日本の決断—国民が真に求める医療政策とは」を開催しました。「日本の決断—

国民が真に求める医療政策とは」では、事前に大規模な世論調査を実施した上で、国民が本当に求めている政策と

は何かということを各界からのキープレーヤーと一緒に討議し、それをもとに現在、政策提言をまとめているところで

す。またこれらとは別に、2 ヶ月に１度、少人数の朝食会を行い、有識者の講演、そして参加者との意見交換会を行っ

ています。そして政策提言することはもちろんのこと、医学部生を対象に毎年 3 月上旬に「医療政策クラークシップ」

を開催し、より良い医療を社会で実現するために、医療財政、医療の安全、医学教育、診療報酬等、医療を取り巻

くさまざまな課題を理解し、その解決案を社会に示すことができるリーダーシップのある人材を育てるため、視野を

広め、問題解決手法を学ぶような機会を与えています。

海外の大学やシンクタンクとの連携も始めていますし、個人的には 10 年ぶりの世界銀行等との「Disease Control 

Priority Project 2」<www.dcp2.org>、昨年始まったゲイツ財団が支援している Pacific Health Summit へも参加して

います。

今後も私たちは、国民にとってより良い医療を提供するためにはどのようにすればよいか、時代によって変化する

医療を取り巻く環境を的確に認識しながら、シンポジウムやセミナー、定期的な会合等を通じて皆さんの声を把握し、

意見交換をし、政策を提言し実現に向けて前進したいと思います。

日本医療政策機構　代表理事　黒川　清

代表理事 ご挨拶
Annual Report 2004 to 2005
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副代表理事兼事務局長 ご挨拶

「医療」が、国民の最も重視している政策領域であることは、内閣府の調査等が明らかにしているところです。しかし、

これまでの医療政策の議論は、国民には見えにくい形で、一部の関係者がクローズドな議論を展開し、意思決定を

してきました。

その医療分野において、中立的な立場から、幅広いステークホルダーを結集し、国民に政策の選択肢を示すこと

が日本医療政策機構のミッションです。市民が主体的に政策を選択できる環境を作る、つまり市民主体の政策決定

プロセスを確立することが、我々の究極的な目的であるといえます。

このミッションを実現するために、2004 年から 2005 年にかけて、事務局では、組織の基礎を固めてまいりました。

特に重要な五点をご報告させて頂きます。

第一に、当機構の年間行事の柱をなす、シンポジウム「日本の決断ー国民が真に求める医療政策とは」を開催い

たしました。国民が求める医療政策を問うべく世論調査を実施し、そこで浮かび上がった医療政策課題について、内閣、

政府、与野党、市民・患者団体、医療界、経済団体、メディアを代表する方々に活発に議論して頂きました。本シ

ンポジウムは、日本の医療政策の意思決定者が結集し、その年の課題設定を行う重要な場として、今後毎年開催し

ていく所存です。

第二に、医療政策の重点課題を議論するプロセスを確立いたしました。2004 年から 2005 年にかけて取り上げた

テーマは、「少子化と女性の健康」「患者が求めるがん政策」「再生医療の臨床応用」「十代の健康政策」など、多

岐に渡ります。テーマは多岐に渡りますが、一貫しているのは、中立的な調査・政策提言を策定し、フラットな議論

の場をステークホルダーに提供し、その結果を広く国民と共有するというプロセスです。こうしたプロセスは、健全

な政策議論のためのインフラであり、今後も継続していきたいと考えております。

第三に、社会と対話する場をできるだけ多く設計してまいりました。当機構のシンポジウムは、全て一般の方々に

公開されております。また、小グループでの対話を重視した定期的な朝食会も開催しております。さらに、当機構の

ウェブサイトは、政策提言や調査結果もダウンロードできるようにいたしました。

第四に、次世代の医療政策の人材を育成する「医療政策クラークシップ」を実施いたしました。これは、医学部

の学生が、医療政策関係者や患者へのヒアリングを通じ、医療政策の現場を理解するという画期的なプログラムです。

人材育成は長期的な投資ですが、最も重要な活動の一つだと考えております。

最後に、事務所を永田町に構えました。重要な医療政策の見直しは、立法府が国民と対話をしながら行なうべき

ものです。そのためには、政治の見識とリーダーシップが不可欠です。この「政治重視」のスタンスを明確にし、中

立的なシンクタンクとして、政党を問わず幅広い政策議論を政治家の方々と行うべく、政治の近くに事務所を構えた

次第です。

こうした一連の活動は、当機構を支えて下さっている皆様の温かいご支援があって初めて実現するものばかりです。

厚く御礼申し上げます。

日本医療政策機構　副代表理事 兼 事務局長　近藤 正晃ジェームス

Annual Report 2004 to 2005
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組織概要　（1）設立趣旨

日本医療政策機構は、諸外国において質の高い医療政策を生み出している医療シンクタンクの理念を日本にも導

入すべく、2004 年に設立いたしました。

近年の内閣府による世論調査では、国民はあらゆる生活領域の中で医療分野を最も重視し、政策的にも医療への

注力を期待しています。しかし一方で、国民の 9 割近くが現在の医療政策に不満を持っているという調査結果もあり、

医療政策の速やかな改善が肝要です。

また、世界的にも、国境を越える感染症への対策、世界の人口の大半が生活する開発途上国における保健医療体

制の整備といった「グローバル・ヘルス」の領域が、重要な安全保障・外交政策分野として台頭しており、日本に

も大きな役割が期待されています。

こうした国内外の重要な医療政策課題に対応するためには、まず国民が現状を正確に把握すること、医療政策の

背景にある価値観や思想に関する議論を行うこと、そして多数の選択肢の中から主体的に政策を選択することが必要

となってきます。

ところが、現代の日本においては、正確な現状把握の段階から難しい状況ではないでしょうか？

当機構では、国内外の医療政策の研究教育機関、シンクタンクなどとの連携のもとに、医学的に正しくまた質の高

い研究活動を行います。さらに、その研究を進める中で、政界、経済界との意見交換を元に、実行可能な政策を策

定し、国民に提示してまいります。

当機構の活動が、国民の不満を主体的な政策選択の動力へと変換し、現代の医療政策の課題解決の一翼を担うこ

とを願っております。

Annual Report 2004 to 2005
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【Ⅰ】医療・政策提言活動（�分野）と【Ⅱ】教育・助成活動に重点を置き、活動している

組織概要　（2）活動内容
Annual Report 2004 to 2005

【Ⅰ】医療・政策提言活動

1.	医療政策の優先順位
数多く存在する医療政策課題について、限られた資源の中で国民が求める真の
優先順位を明確にするための活動

2.	市民・患者主体の医療
市民・患者の視点をより積極的に政策に反映させるための活動

3.	女性と健康医療政策
従来見過ごされてきた性差医療や女性の健康を推進するための活動

4.	効率的で質の高い医療
日本の医療の効率性と質を高め、持続可能にするための活動

5.	新時代の医療
将来構築される脱近代化時代の医療の方向性を探るための活動

6.	グローバルな医療
人類の最重要課題の一つである医療問題を、先進国にとどまらず、発展途上国
においても改善するための活動

【Ⅱ】教育・助成活動

1.	医療政策教育
医療の現場で働く人々に向けた医療政策に関わる教育のための活動

2.	医療政策関連助成
医療政策向上のために役立つ他機関の活動に向けた助成活動
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研究や政策提言の成果は、以下のような形で発表している。

1.シンポジウム

広く一般の方々にご参加いただき、テーマに沿った医療政策のキープレイヤーを招いたシンポジウムを開催

2.政策提言

中立的な立場から、政策の本来あるべき姿を提示し、政策における幅広い選択肢を提供

3.調査・報告

医療政策立案上、重要なテーマに関し、調査、分析を実施

組織概要 （3）活動形態

■「少子化と女性の健康」

■「患者が求めるがん政策：
　　　　　　　わが国で整備すべき患者向け情報は何か」

■「細胞再生医療　臨床応用への道筋」

■「日本の決断−国民が真に求める医療政策とは」

■「少子化と女性の健康」

■「女性の雇用と健康政策」

■「がん関係者アンケート」実施

■「千葉県女性外来医療評価事業に関わる調査および解析業務」

■「健やか親子 21 を推進するための多機関協働による
　　　　　問題解決型アプローチと評価に関する研究」
　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省科学研究補助金）

■「医療政策に関する 2006 年世論調査」

例例活活活活活活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例活動例

言言言政政政政政政政政政政政政政政政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言政策提言例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例政策提言例

究研研研研研研研研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例研究例
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4.出版

医療政策に関連した書籍の出版と執筆協力

5.朝食会

医療政策における有識者を招き、定期的に朝食会を開催

6.医療政策クラークシップ

将来の医療政策立案者の育成

7.ウェブサイト

医療政策に関する定期的な情報発信

Annual Report 2004 to 2005
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組織概要（4）歩み
Annual Report 2004 to 2005
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組織概要（5）ロゴタイプとタグライン

「大地から生まれ、枝葉を広げすこやかに育ち、豊かな実を蓄え、そし

て自らの生まれた大地に戻り、新しい生命を創成する—

左のロゴタイプは、世界の様々な国で紀元前より共有されている概念で

ある「永遠の命」を象徴的に表現する「Tree of Life（生命の木）」をコン

セプトにしています。

日本の唐草や、インドのマンダラ、アイルランドのケルツなどの要素を

デザインに加味することにより、世界中の人々が自分との関係性を何らか

感じられ、親近感を抱かせるようなデザインとしました。

また「Tree of Life」の中心に人のシルエットを感じさせることにより、そ

の「永遠の生命」と「人」との関係性を暗示させています。さらに人のシ

ルエットから、人間の発するいきいきとした活力、成長をイメージしてい

ます。

ロゴタイプの色は、日本の伝統色である「常磐緑」を採用することにより、永遠に変わらない日本医療政策機構の

力強い意思と、常に成長し続ける若 し々さを表現しています。」

 

「医療に関して、より多くの人に開かれた議論

をしたい。議論をすることにより、多くの人の意

見に耳を傾け意向を組み入れたよりよい政策を

提議していきたい。日本医療政策機構のタグラインは、そんな思い（ミッション）を表現しています。

このタグラインは、日本の国民のみならず世界中の人々に組織の活動をわかりやすく伝えるため、英語での表現を

採用しています。

Healthy の言葉には、「健康」という意味のみでなく、「好ましい」「有益な」「盛んな」「健全な」という意味も含

まれます。Debate の言葉には、「議論」という意味のみでなく、「熟考する」「異なる考えを比較する」という意味も

含まれます。

このタグラインにより、日本医療政策機構の目指す「人々の健康に寄与する議論をする」という意味だけでなく、「そ

の議論は、人々のため有益であり、様々な角度から思慮深い意見が発せられる、非常に活発な好ましい議論である」

こともメッセージしています。」

ロゴタイプならびにタグラインはエンタープライズ・アイ・

ジーに社会貢献活動の一環としてご提供いただいた。

ここに厚く御礼を申し上げる。

 

ロゴタイプのコンセプト

タグラインのコンセプト

制作者のご紹介

 佐藤 詔子氏  松永 秀隆氏

Annual Report 2004 to 2005
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活動概要（1）シンポジウム

「少子化と女性の健康」
■日時：2005年 3月12日（土）　10:00〜12:30　
■場所：経団連会館

少子化に関する政策提言は、数多く出されている。しかし、少子化の問題を、医療政策の側面から検討したものは

皆無に等しい。当機構では、「少子化と女性の健康」、「女性の雇用と健康政策」という二つの政策提言を策定した。

これらの政策研究から明らかになったのは、少子化の原因として、医療的な課題がいかに重要かということであった。

よって、そうした実態を広く共有し、今後の少子化政策への意味合いを議論するシンポジウムを開催した（共催：東

京大学医療政策人材養成講座）。

まずは、少子化対策担当大臣の南野 知恵子氏から開会の辞を頂戴した。大臣には、その後、二つの政策提言書

が手渡された。次に、当機構が目指す「ステークホルダーを結集した活発な政策議論」を実現すべく、各界の代表

者が参加するパネルディスカッションが行われた。医療界からは当機構の黒川 清、経済学界からは島田 晴雄氏、厚

生労働省からは苗村 光廣氏、自民党からは野田 聖子氏、民主党からは古川 元久氏、そして経団連からは西室 泰三

氏にご参加頂いた。少子化と医療政策との関係について活発な議論が行われ、参加者からも多くの質問が寄せられた。

プログラム　（役職は全て当時、ご発言・五十音順）

■10:00　開会の辞 ： 南野 知恵子氏（法務大臣・内閣府特命名担当大臣〔青少年育成及び少子化対策〕）

■10:15　提言1 ： 「少子化と女性の健康」 ： 黒川　清

　●研究会メンバー 委員長 ： 黒川　清

 主査 ： 近藤 正晃ジェームス

 研究員 ： 永田 亜美（当機構研究員）　

 堀　成美氏（東京都立駒込病院感染症科看護師）

　●ピア・レビュアー 北村 邦夫氏（社団法人日本家族計画協会クリニック所長）

 近藤 潤子氏（社団法人日本助産師会会長）

 森　亘氏（財団法人医療科学研究所理事長・前日本医学会長）

■10:40　提言2 ： 「女性の雇用と健康政策」 ： 島田 晴雄氏

　●研究会メンバー 委員長 ： 島田 晴雄氏（慶應義塾大学教授・内閣府特命顧問・当機構相談役）

 主査 ： 近藤 正晃ジェームス

 研究員 ： 仙石 慎太郎氏（マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン アソシエイト）

 永田 亜美（当機構研究員）

 新野 由子氏（千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター講師）

　●ピア・レビュアー 圓藤 吟史氏（社団法人日本産業衛生学会理事）

 武谷 雄二氏（東京大学医学部産婦人科学教室教授）

 樋口 美雄氏（慶應義塾大学商学部教授）

■11:00　パネルディスカッション ： 「少子化対策に向けて今後求められる政策とは」
 苗村 光廣氏（厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長）

 野田 聖子氏（衆議院議員　自由民主党）

 古川 元久氏（衆議院議員　民主党）

 西室 泰三氏（日本経済団体連合会副会長社会保障委員会委員長・株式会社東芝 取締役会長・当機構相談役）

■12:15　質疑応答

■12:25　閉会の辞 ： 黒川　清
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■スピーカーの発言要旨

南野 知恵子氏：  「子どもに健康を、女性に親としての喜びを」

　少子化問題に対しては、関係府省が一体となり総合的な取り組みを推進している。未来の力でもある子どもたちが健

康に育つ社会、女性が安心して産み、育て、親としての喜びを実感できる社会のために、本日のシンポジウムに期待する。

黒川　清 ： 「理想の子ども数を実現するために保健医療政策が不可欠」

　理想の子ども数と実際に産む予定子ども数にはギャップある。これを埋めるためには、経済的・社会的援助に加えて、

精神・身体的要因に対する保健医療的視点からの施策が必要だ。私たちは、『不妊治療の充実』『若者の性感染症・中絶

防止』『新技術に対する法制度の整備』を三つの大きな柱として提案する。

島田 晴雄氏 ： 「女性が仕事をしながら子育てをするには健康政策が必要」

　日本では女性が仕事をしながら子育てを続けにくい環境にあるが、この問題の背後には社会経済問題とは別に、健

康問題が大きい。特に、月経関連症状や更年期障害、子宮内膜症など子宮関連の病気、がんがある。これらに対する施

策として『女性自身への健康教育の推進』『女性外来の質の向上』『職場における健康サポートの強化』『健康診断の拡

大』『がん対策の強化』を提案する。

苗村 光廣氏 ： 「急激する社会状況に応じた対策を進行中」

　平成元年の合計特殊出生率1.57というショッキングな数字が出てから、政府の対策が始まったが、今のところ出生低

下傾向を食い止められていない。厚労省では、①産科・小児科・児童精神科の医師の養成・確保、②生殖補助医療分野

の諸問題の検討、③成育医療の推進、④性差医療の在り方の検討、などを対策案として掲げる。

野田 聖子氏 ： 「少子化対策のやり直しを図るべき時期に」

　国会の中では少子化問題はほぼ手つかずの状態だ。政策の一つにも、課題の柱にもなっていないと断言せざるをえ

ない。また、厚生労働省だけでなく財務省と経済産業省も柱となるべきである。不妊のための相談センターをつくるより

も、自分の通っているクリニックでカウンセリングを受けられることのほうが現実的で有効な対策ではないか。

古川 元久氏 ： 「不妊治療における適切な医療保険の適用を推進」

　不妊症関連で有効なものについては医療保険の適用を考えるべきだ。代理母や出生前遺伝子診断の許容範囲など

も議論していくべきではないだろうか。さらに性差医療の拡充も大切である。 

西室 泰三氏 ： 「児童家庭家族環境給付費にもっと予算を」

　政府予算に占める児童家族関係給付費と高齢者関係給付費の間にはあまりにも差がある。高齢者関係給付費を切り

込み、児童家族関係給付費に充てることを考えるべきだ。また報道者には、企業の育児支援状況を勉強し、しっかりとし

たキャンペーンをしてほしいと思う。
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■日本医療政策機構『医療政策』　「政策提言 ： 少子化と女性の健康」

日本で、予定子ども数 (2.13 人 ) が理想子ども数 (2.56 人 ) を 0.43 人下回っている。その理由は、20 代では経済・

社会的な要因が最も大きいが、女性が 35 歳以上のカップルにとっては保健医療的な要因が最大となる。

当機構の少子化政策は、二つの意味で新しい。第一に、子どもの数を国家目標に沿って誘導するのではなく、カッ

プルが望んでいる数を実現することを目標としていること。そして第二に、これまで経済・社会的な施策に特化して

いた少子化政策に、保健医療的な施策の追加の重要性を問題提起していることである。

保健医療的な施策として、三つの具体的な政策推進を提言する。

日本の合計出生率は 2003 年には 1.29 と過去最低の水準となり、

人口置き換え水準の 2.07 を大きく下回っている。この下降傾向が

続けば、世界で最も少子化が進行した国の一つとなることは間違い

ない。

日本のカップルの理想子ども数は 2.56 人であるが、予定子ども

数は 2.13 人と 0.43 人も下回っている。この理由としては経済・社

会的な要因が 26%と最も大きいものの、「高齢で産むのはいやだ」

「これ以上、育児の心理的・肉体的負担に耐えられない」「健康

上の理由」「ほしいけれどもできない」などの保健医療的な要因は

23%と同レベルに重要であり、女性が 30 代後半のカップルにとっ

ては最も重要な要因となる。これまでの少子化対策は経済・社会的

要因に対する政策のみが強調され、保健医療的な視点が不足して

いた。

保健医療の観点から最も重要な政策は以下の三点である。第一は、子どもを産みたいが、なかなか産

めない女性を支援する「不妊治療の充実」である。全国で不妊治療を実施している 600 以上の施設の質

のばらつきを解消し、経済的負担を減らし、不妊治療が成功に結びついていないカップルに対する精神的

サポートを強化することが必要である。第二は、女性が子どもを産める健康状態を維持するための「若者

の性感染症・中絶の防止」である。若者の性交渉率が年々高まるにつれて性感染症と中絶が増加しており、

この双方が流産率、不妊率の上昇につながっている。特に 3 割程度存在するとされる中絶のリピーター向

けの医療現場や学校における再発防止策の強化が必須である。第三は、出生の可能性を広げる「新技術

に関する法制度の整備」である。精子・卵子の冷凍保存や外部提供、代理母による出産、着床前遺伝子

診断などの技術の革新により出生の選択肢は広がり、海外で新技術を採用する人々も存在している。これら

の事柄については倫理・社会道徳の観点から慎重に検討していくと同時に、日本においてどのような選択

肢をいつ提供するかについて、政府が早急に国民に提示する必要がある。

本調査の詳細は当機構ウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。

http://healthcare-policy.org/

活動概要（1）シンポジウム
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■日本医療政策機構『医療政策』　「政策提言 ： 女性の雇用と健康政策」

日本国民の 8 割以上が、女性の社会進出が望ましいと考えているにも関わらず、実際の女性の労働力率は 5 割未

満であり、G7 諸国でイタリアに次いで低い。

出産した女性が働かない第一の理由が「育児の負担」であることは広く知られている。しかし、第二の理由が「健

康上の問題」であることはそれほど知られていない。

本政策提言の新しさは、女性の仕事と育児の両立には、積極的な育児支援に加えて、女性の健康政策の充実が不

可欠であることを示した点にある。女性の労働力率の向上、M 字カーブの解消、出産率の向上のためには、女性の

健康政策は戦略課題である。

本提言では、女性が働く上で特に重要な健康問題を三つ抽出した上で、五つの具体的な政策提言を行っている。

女性の社会進出が望ましいと考える国民の比率は、日本は男女共

に 8 割を超え、米国に次いで高い。しかし、日本女性の実際の労働

力率は 5 割未満で、G7 諸国でイタリアに次いで低く、出産に伴い労

働力率が低下する「M 字カーブ」を描く唯一の G7 国となっている。

出産した女性が働かない第一の理由が「育児の負担（各国平均

28%）」であることは広く知られているが、意外と知られていないのは、

第二の理由が「健康上の問題（同 17%）であることである。「健康上

の問題」は、育児支援が充実しているスウェーデンのような国では一

位に浮上する重大な課題である。

女性が働く上で特に重要な健康問題は、第一に月経関連症状と更

年期障害である。月経関連症状が理由の休暇によって雇用側の労働

損失は日本で年間 1,526 億円にのぼる。第二は、12 万人以上の女性

が患う子宮内膜症と、30 代以上女性の 2 割から 3 割が患う子宮筋腫

である。第三は、30 代から女性の死因の 1 位であるがんである。 

以上の三つの健康問題に取り組み、女性の雇用環境を改善すべく、五つの政策を提言する。第一は、「女

性自身の健康教育の推進」である。女性自身が身体のメカニズムや予防・治療法について知識を高めるべ

く、健康教育の強化、「女性の生涯健康手帳」の配布などが重要である。第二は、「女性専用外来の質の

向上」である。近年、拡大した女性専用外来の質のばらつきを解消し、質の評価と開示、性差医療の専門

人材の育成が必要である。第三は、「職場における健康サポートの強化」である。産業医に対して女性医療・

性差医療の研修を強化し、女性が直面するさまざまな健康課題に対する取り組みの質を向上させる。第四

は、「健康診断の拡大」である。企業による健康診断の提供がない女性のため、地方自治体主導による健

康診断の推進が求められる。第五は、「がん対策の強化」である。医療機関・医師ごとの治療成績の開示、

世界的な治療薬の速やかな認可、女性に認知を促すパブリック・キャンペーンなど、乳がん以外において

も対策を強化する必要がある。

本調査の詳細は当機構ウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。

http://healthcare-policy.org/

Annual Report 2004 to 2005



1�

シンポジウム　
「患者が求めるがん政策：わが国で整備すべき患者向け情報は何か」
■日時：2005年 �月5日（火）　1�:30〜21:00　
■場所：アークアカデミーヒルズ

わが国で整備すべき患者向け情報は何か。

注目を集めるがん政策の「情報」という具体的なテーマについて、患者会から直接意見を聞き、与野党および厚

生労働省のがん政策担当者が議論するシンポジウムを開催した。

まず、「がん情報センター」構想を作った三浦 捷一氏が、「がん患者にとって、情報は希望である。患者の希望と

なる情報を提供していく仕組みが早急に必要である」という力強い問題提起を行った。

次に、当機構の近藤 正晃ジェームスが、がん関係者を対象に実施したアンケートから、患者が求めている情報の

内容を具体的に示した。埴岡 健一と祖父江 友孝氏は、がん情報の専門家として、情報の現状と課題を提示した。　

ハイライトは、がん患者会を代表して、加藤 久美子氏、會田 昭一郎氏、山崎 文昭氏が、立法・行政への政策提言を各々

の言葉で語ったことであった。患者の声を踏まえ、仙谷 由人氏は「がん対策をマニフェストの争点に」という問題提

起を行い、それに対して渡辺 孝男氏、鴨下 一郎氏が各党のがん政策について論じた。また、中谷 比呂樹氏は、厚

生労働省のがん政策の展望を示した。

最後に、当機構の黒川 清が、政府支出の中の医療の位置づけ、医療の中のがんの位置づけについて、優先順位

の議論が必要であることを参加者と確認した。

当日は、政治家、患者会の会員、メディアなど各界から多くの方々が参加した。

プログラム　（役職は全て当時、ご発言順）

■第一部

　●18:30　情報センター構想

 三浦 捷一氏　（癌治療薬早期認可を求める会代表）

　●18:40　患者の求めるものとは（がん患者大集会アンケートより）

 近藤 正晃ジェームス

　●18:45　あるべきがん情報センターとは

 埴岡 健一（東京大学特任助教授・当機構理事）

 祖父江 友孝氏（国立がんセンターがん予防 検診研究センター情報研究部部長）

■第二部

　●19:05　パネリストの方によるご意見

 加藤 久美子氏　（癌と共に生きる会事務局長）

 會田 昭一郎氏　（市民のためのがん治療の会代表）

 山崎 文昭氏　（日本がん患者団体協議会理事長）

 仙谷 由人氏　（衆議院議員　民主党「がん治療の前進をめざす民主党議員懇談会」会長）

 渡辺 孝男氏　（参議院議員　公明党「がん対策プロジェクトチーム｣事務局長）

 鴨下 一郎氏　（衆議院議員　衆議院厚生労働委員長・自由民主党）

■第三部

　●19:20　ディスカッション

　　　上述の参加者に加え 中谷 比呂樹氏　（厚生労働省「がん対策推進室」室長）

　●20:50　閉会の辞 黒川　清

活動概要（1）シンポジウム
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■スピーカーの発言要旨

三浦 捷一氏 ： 「がん患者にとって、情報は希望」

がんは病態等の個人差が大きく、また治療法が急速に進歩した結果、医師の知識が専門領域に特化しがちである。

その結果、患者は自分の病状、最適な医師と治療法、適正な医療費を知るのが難しく、情報を求めてさまよっている。

日本がん情報センター (JCIC) の設立により、情報の一元化、治療の相談などを可能にするべきだ。

近藤 正晃 ジェームス ： 「患者の8割が現在のがん政策に不満」

がん関係者アンケートで明らかになった課題は、第一に、がん関係者の 8 割ががん医療の現状に不満であること。

（中間集計ベース）第二に、不満の原因は保険制度と患者向け情報の欠如にある。第三に、情報として特にニーズ

が高かったのは、専門医の有無と病院・医師ごとの疾病別の治療成績である。

がん医療に関する情報提供機関については、すべての患者が必要と回答している。これをどう実現するかが討議

の焦点である。

埴岡 健一 ： 「センターの速やかな設立のための計画を」

患者が求める情報は多様であり、国が牽引役となって情報を広く提供していくことが必要。情報センターの実現に

際しては、治療成績等のデータを集約し、検索可能な体制を短期集中的に整備することが重要。また、センターに

は患者団体と外部者が参加する企画管理委員会を置き、がん拠点病院には情報相談員を設置する。財源を確保して

診療報酬や補助金などでインセンティブを与えることも必要だ。

祖父江 友孝氏 ： 「死亡率・罹患率の減少、QOLの向上の正しい情報提供を」

国立がんセンターの情報研究部は、がん罹患率および死亡率の減少、がん患者とその家族の方の QOL（生活の質）

向上の二点を目的とした WHO（世界保健機構）の国家的がん対策プログラムをモデルとして、予防、早期発見、診断、

治療、緩和ケアについて証拠に基づいた戦略に取り組んでいる。がんの実態および有効性に関する証拠に基づいた

がん対策を進め、目的の達成を評価する仕組み作りが求められている。

加藤 久美子氏 ： 「がん患者は治療に直結する情報を求めている」

患者にとって、がん疾患の治療に関する、病院、医師、治療方法、治療薬、経済的な問題等の情報を集めること

は非常に困難。疾患部位ごとの治療成績と共に、治療に直結する情報を患者は最も求めている。情報センターの設

立は、開かれた場で議論を進めてほしい。

Annual Report 2004 to 2005
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曾田 昭一郎氏 ： 「日本がん情報センターの設立は急務」

日本がん情報センターの設立が急務である。第一に、がんの死亡率を低下させるには、情報を通じて治療環境を

整備することが必要。第二に、患者団体が一体となれば具体的な政策提言が可能である。第三に、健康食品等で一

部に見られる被害を防ぐ上でも、情報の共有が必要である。

山崎 文昭氏 ： 「行政と患者の連携が必要」

患者にとって必要な情報は患者にしかわからない。また、一番肝心なのは情報センターを作ることだけでなく、そ

の結果、国民や患者が満足し、医療をよくしていくことである。最初から患者の必要なものを組み込むために、患者

と立法、行政が協働することが必要。政治家の方々のリーダーシップに期待する。

仙谷 由人氏 ： 「がん対策をマニフェストの争点に」

自身の闘病体験を踏まえて、情報の曖昧さ、医療スタッフの地域格差を実感している。情報センターの設立や診

療報酬の見直しも必要であろう。また世論ががん対策に向かえば、資金の投入も可能となる。がん対策をマニフェス

トの争点にすべきだ。内閣、文科相、厚労相らに働きかけていく。

渡辺 孝男氏 ： 「予算確保のための、より大きな議論を」

患者中心の医療を考える上で、統一された正確な診療に至る情報が必要である。健康寿命を長くする施策が求め

られている。予防医学、代替医療など広い意味でのがん対策が必要であろう。そのための予算の確保には、がん対

策プロジェクトチームとして努力したい。

鴨下 一郎氏 ： 「がん対策への優先順位向上」

患者にとっては、役に立つ情報を一元化することは非常に意味のあることである。また、病気に関する時系列の俯

瞰的な情報も重要となってくる。医学や科学の話が多くなりがちであるが、情報に関する戦略にシフトしていくことも

重要ではないか。今後のがん対策は、優先順位を上げて実行すべく努力していきたい。

中谷 比呂樹氏 ： 「情報センターで患者に希望を」

厚生労働省は、大臣を本部長とする「がん対策推進本部」を設けて、局の縦割りを排して、がん対策を充実強化

しようとしている。その中で、がん医療の均てん化と情報の発信は大きな柱である。国立がんセンターでも、患者の

視点を十分に踏まえた論議がなされている。情報センターに対する患者の期待は大きく、丁寧に対応したい。

黒川　清： 「 医療全体の優先順位の中の位置づけを」

20 年後 50 年後に世界で、そしてアジアでどのような国家でありたいかを考えて国の政策を実施すべきである。日

本が世界一の高齢社会であることを踏まえ、国民が税金の使途として、どのような政策、そしてどのような医療を望

むのかという視点を持たなければならない。

活動概要（1）シンポジウム
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■日本医療政策機構『医療政策』　「調査報告	：	患者が求めるがん医療政策」　　　　　　　　

わが国の死亡の 30％以上を占めるがん。そのがん領域で、患者が求める医療政策とは何かを、直接 1,836 人の

がん患者・家族・遺族に尋ねたのが本調査である。

がん患者へのアンケートはこれまでも存在したが、今回の調査は二つの意味で新しい。第一に、これまでの調査

は医療機関を介して行われてきたが、今回は患者会を介して行われ、患者の「本音」が語られている。第二に、こ

れまでの調査は医療提供についてのものが大部分であったが、今回の調査はがんの医療政策に着目したものである。

調査の結果、① がん関係者の 9 割が、がん患者の声は医療政策に届いていないと感じており、7 割が現在のがん

医療に不満を持っていること、② がん関係者が最も不満を感じているのは、「保険制度のあり方」と「患者向けの情

報の欠如」であること、③ 全てのがん関係者が、がん情報を統合して提供する機関を望んでおり、最も重視してい

る情報項目は「専門医の有無」と「医師・病院ごとの疾病別の治療成績」であることが明らかになった。

「患者のための医療」が語られて久しいが、その実現のためには、患者が求めている医療政策を正確に理解する

ことが第一歩であることはいうまでもない。

今回のアンケートから、がん関係者がわが国のがん医療

に強い不満を持っており、患者の声を反映した政策の速や

かな実現を求めていることが明らかになった。

まず、「がん患者の声は、現在、医療政策に反映されて

いると思うか」という問いに対して、がん関係者の 9 割が

反映されていないと答えた（27％が全く反映されていない、

63％が反映されていない）。また、「総合的にみて日本の

がん医療の水準に満足していますか」という問いに対して

7 割が不満だと答えた（28％不満、43％がどちらかといえ

ば不満）。

次に、日本のがん医療についてがん関係者が最も不満を感じているのは、「保険制度のあり方」と「患

者向けの情報の欠如」の二つであることが確認された。具体的には、不満が多かった順に「治療薬承認」

(92％ )、「総合的相談」(78％ )、「質の情報開示」(76％ )、「費用水準」(70％ )、「心のケア」(70％ )、「治

療法の情報開示」(57％ ) であった。

「患者向けの情報の欠如」について、より詳細に調べてみると、最も必要だ（不足している）と思われ

ている三つの情報項目は、「専門医の有無」(78％ )、「医師ごとの疾病別の治療成績」(64％ )、「病院の疾

病別の治療成績」(58％ ) であることが明らかになった。そして、全てのがん関係者が、がん情報を統合し

て提供する機関を望んでいることが分かった。

最後に、「がん患者の声を政策により反映させるために、がん患者がより積極的に行うべきことは何か」

という問いに対して、がん関係者の 68％が「ニーズ情報の提供」、64％が「がん患者・患者団体による政

策提言」、58％が「連合による発言力強化」をあげ、患者自身の積極的な発信と連携への意欲が伺えた。

本調査は、東京大学医療政策人材養成講座が実施したアンケートのデータをもとに、当機構において詳細解析したものである。調査

結果は、1,836名のがん関係者の回答を、日本における男女別・年齢別の原発のがんの種類の分布に基づき、同じ分布になるべく調整

したものである。

本調査の詳細は当機構ウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。

http://healthcare-policy.org/
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シンポジウム「再生医療　臨床応用への道筋」
■日時：2005年 �月1�日（木）　14:30〜1�:15　
■場所：フォーシーズンズホテル椿山荘

最先端医療分野の中でも特に注目を集めている再生医療。日本医療政策機構では、最先端医療分野における政策課題

として、再生医療の臨床応用の課題について議論を行った。

開会の辞で、黒川 清は、「科学技術の発展の裏には常に社会的背景が存在する。社会に受け入れられるフレームを、「タテ」

の関係ではなく、このシンポジウムのような「ヨコ」のフラットな場で議論し、政策の選択肢を国民に提示することが重要

である」と、本会議の趣旨を述べた。そうした、フラットな場を実現すべく、本シンポジウムは、実務家、研究者、審査官、

行政官、医療ジャーナリスト、医療者など、再生医療に関わる様々なステークホルダーが結集する形で設計された。

まず、米国における再生医療の実態について報告があり、その後、それを支える米国プロセスについての紹介があった。

次に、日本の実務家からの問題提起が行われ、日本の審査プロセスなどの制度課題が討議された。その後、西川 伸一

氏と宮田 満氏による、会場全体とのオープンディスカッションが展開された。自由に発言できる環境の中で、真の課題に

ついて活発な意見交換が行われた。

最後に、尾身 幸次氏が閉会の辞を述べ、立法府としての役割について述べた。

プログラム　（役職は全て当時、ご発言順）

■14:00　開会の辞 黒川　清 

■14:10　第一部　基調講演

　　　　　　　　　 　講師 ： Marc H. Hedrick氏 （Cytori Therapeutics, Inc. President and Director）

 稲見 雅晴氏　（株式会社ビーシーエス代表取締役社長）

 川上 浩司氏　（東京大学大学院医学系研究科助教授・元米国FDA　臨床治験審査官）

■15:15　第二部　臨床応用に向けた政策的課題

　　　　　　　　パネリスト ： 稲見 雅晴氏 

 大野 邦夫氏　（株式会社ビーシーエス監査役）

 中畑 龍俊氏　（京都大学大学院医学研究科発達小児科学教授）

　　　　　ファシリテーター ： 西川 伸一氏　（理化学研究所幹細胞研究グループ グループディレクター）

■16:30　第三部　政府の役割と制度決定プロセスのあり方

　　　　　　　　パネリスト ： 位田 隆一氏　（京都大学大学院法学研究科教授）

 川原　章氏　（厚生労働省医薬食品局審査管理課長）

 重藤 和弘氏　（文部科学省研究振興局ライフサイエンス課先端医科学研究企画官）

　　　　　ファシリテーター ： 黒川　清

■17:15　第四部　フリーディスカッション

　　　　　ファシリテーター ： 西川 伸一氏

 宮田　満氏　（日経BP社バイオセンター長）

■18:05　閉会の辞 尾身 幸次氏　（衆議院議員　自由民主党）

活動概要（1）シンポジウム
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■スピーカーの発言要旨

黒川　清 ： 「科学技術の発展の社会的背景」

科学技術のフロンティアを切り開くのは科学者達だが、その実用化には社会的な背景による要請や裏づけが必要

である。アポロ計画が、コンピューターの発展を促し、ヒトゲノムの解読に繋がった。再生医療の発展に向けては、様々

な課題があるため、社会に受け入れられるためのフレームを「タテ」の関係ではなくフラットな場で議論し、政策の

選択肢を提示することが必要である。

Mark H. Hedrick氏 ： 「各種幹細胞の違いやコスト面を視野に」

幹細胞は種類によって分化の可能性や安全性に大きな違いがある。各種幹細胞の採取方法及び細胞を培養するか

否かでコストが劇的に削減できる為、医療コストを下げる為の技術とビジネスモデルが臨床応用実現の鍵となる。

稲見 雅晴氏 ： 「審査承認プロセスの明確化が必要」

再生医療材料の事業化に際しては、検査方法や目標数値等の明確な指針が示されていないことが、ベンチャー企

業にとっては大きな負担となっている。承認審査を円滑に行うためのルールの明確化と申請手順の簡素化、及びそ

れに対応する機構の強化が必要である。

川上 浩司氏 ： 「クリアな審査プロセスと審査体制の充実を」

米国では、生物製剤に対応した明確な審査プロセスが存在し、要求される安全性のレベルや管理の方法も整備さ

れている。日本の審査プロセスは米国と比較して合理的でない部分が多く、総合機構の体制も圧倒的に不足している。

大幅な人員増強と権限の強化が必要だ。

大野 邦夫氏 ： 「出口（事業化）を見据えた政策を」

再生医療分野では、基礎研究（入り口）には国からもかなり予算が投入されているが、実用化の部分（出口）で

の市場形成に問題がある。出口での必要性を研究・開発にうまくフィードバックする仕組みを取り込んだ制度設計が

必要である。

Annual Report 2004 to 2005
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中畑 龍俊氏 ： 「先端医療を行う施設の集中化が必要」

日本には造血幹細胞移植をする施設が約 300 もある。300 の施設で年間 2 〜 3 例の慣れない移植を行っているた

め、その分医療費もかさんでいる。先端医療は集中化していくということが必要である。

西川 伸一氏 ： 「企業が細胞にアクセスできる仕組みが必要」

細胞の調達は企業にとって大きな課題であり、バンクの整備が必要だ。ドナーには、企業が使用することには抵抗

があるという方が多い。ドナーと企業が話し合う場を作るなど、企業が細胞にアクセスできるような仕組みが必要だ。

位田 隆一氏 ： 「民主的プロセスで、結論を出すという意思」

プロセスの透明性と民主的コントロールが必要。医師や科学者のみで又は政府が一方的に決めて動かすことは問

題。社会の様々な意見を組み入れること、きちんと議論し、必ず決定し制度を作り、それを適切に動かすという強固

な意思が必要。

川原　章氏 ： 「生物由来製品の安全性には慎重な対応が必要」

生物由来製品については、過去に血液製剤や脳硬膜で疾患を持った患者さんの材料が混入し、深刻な問題を引き

起こしたこともあり、材料の安全性のチェックが必要だ。一方で国民医療の必要性の観点からは、審査の柔軟性を高

めることも重要だ。

重藤 和弘氏 ： 「多様な関係者が参加したルール作りが必要」

細胞再生医療の規制は、医行為として扱うか、創薬として扱うかに議論の余地がある。創薬の中でも、医師主導

の治験など、様々なあり方が検討しうる。再生医療は新しい医療分野なので、関係者が知恵を出し合ってルールを作

ることが望ましい。

宮田　満氏 ： 「全体最適の議論が必要」

部分最適ではなく全体最適を目指す議論をしなければならない。国民皆保険を前提にした議論が果たして次の 10

年の議論なのかということも含めて検討する必要がある。また、審査体制の増強を目指すのであれば、我々国民の

負担を前提にしてやるのか、製薬企業の負担を前提にやるのか、それとも第 3 の道を作るのかというのが、おそらく

議論の出発点となる。

尾身 幸次氏 ： 「治験及び臨床実験のスピードを速めるための制度整備を」

再生医療分野における日本の基礎研究は海外からも高い評価を得ているが、臨床実験と治験の段階になると、ア

メリカのほうが手続きが簡素で、設備や人員の面でもはるかに充実している。治験等にあまりにも時間がかかりすぎ

る現状はやはり問題であり、科学技術政策の面からも放置できない。治験等推進のための特別立法制定なども含めて、

対策を検討する必要がある。

活動概要（1）シンポジウム
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■日本医療政策機構『医療政策』　「政策提言 ： 再生医療　臨床応用への道筋」

再生医療は多大な可能性を秘めた医療技術として注目を集めている。

当機構では、その普及に向けて、この度、政策提言を策定した。

本政策提言には二つの特徴がある。第一は、再生医療の中でも「成人組織及び体性幹細胞を利用した再生医療」

に焦点を絞っている点である。「ES 細胞や胎児を利用した再生医療」には、技術的・生命倫理的な課題が多く、そ

の応用にあたっては慎重な国民議論を要するため、実現には一定の時間がかかるものと見込まれる。より実現性が

高く、課題も少ない「成人組織及び体性幹細胞を利用した再生医療」から改革に着手すべだという現実的な方向性

を示している。第二の特徴は、実際に再生医療に取り組んでいる企業の声を反映している点である。今回、政策提

言を策定するにあたり、日本で再生医療に取り組んでいる企業・研究機関及び同分野への投資を行っている投資事

業者にアンケート調査を実施し、ほぼ全ての主要企業から回答を得ることができた。それらの企業が実際に直面し、

最重視している課題に着目して提言を行っている。

施策として、「日本版 FDA」と「オープン型細胞バンク」の創設を提唱している。

再生医療の実務家が重視する制度的課題は以下の二点に集約される。

第一に、安全性・有効性審査のプロセスが不明確であり、行政対応も

十分に迅速とは言い難いため、臨床応用に必要な承認の取得が困難で

ある。このような問題の背景には、まず企業が主体となって行う治験は

薬事法で厳格に規制する一方で、医療機関が行う未承認薬の臨床研究は

事実上ほとんどルールが存在しないという二重基準状態の存在が挙げら

れる。二つの手続きが不完全な形で並存することで、簡潔・透明な手続

きの整備が遅れていると思われる。また、治験の審査を行う医薬品医療

機器総合機構（以下、「総合機構」）の人員等のリソースが圧倒的に不足しているため、審査が滞る状態が

続いている。このような状況を反映して、アンケート調査においては、政府に求める政策として、「承認審

査の指針整備」及び「総合機構の体制拡充」という回答がそれぞれ 91%、79%に上った。

第二に、原料である細胞・組織の採取・流通に関するルールならびにインフラが未整備であるため、細

胞・組織の調達が困難である。とりわけ、現在特に治療ではなく研究に用いる場合、及び企業が細胞・組

織を入手することは、困難な状態となっている。アンケートにおいても、この点の政策的対応を求める声は

6 割近くに上っている。

審査・承認のプロセスについては、まず、治験（薬事法の対象内）と未承認医薬における臨床研究（薬

事法の対象外）とに分立している臨床試験の手続きを一元化し、ガイドラインを整備するべきである。そし

て、医薬品医療機器総合機構の資源を人員及び法的権限の両面において大幅に拡充すべきである。

組織の採取 ･ 企業も研究機関も平等に、かつ研究目的であっても治療目的であってもアクセスできる細

胞バンクを設立するべきである。これにより、多様なルートを整理し、とりわけ研究推進の重要な担い手で

ある企業による細胞へのアクセスが極めて限定されている現状を改めることが必要である。併せて、細胞

採取に際しての提供者の保護や品質管理のルールを整備することも重要である。

本調査の詳細は当機構ウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。

http://healthcare-policy.org/
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シンポジウム　「日本の決断	─	国民が真に求める医療政策とは」
■日時：200�年 2月1�日（土）　13：00〜1�：30
■場所：国連大学

「国民が真に求める医療政策」を最新の世論調査から明らかにし、その実現に向けて、医療政策のステークホル

ダーを結集する。

各界のリーダーが参画する本シンポジウムは、当機構の年間行事の柱であり、医療政策の方向性を探る上では国

内随一の会議である。

まず、安倍 晋三氏が、開会の辞を述べ、自身が 12 月に取りまとめた医療制度改革大綱について、その基本的な

考え方を示した。

次に、近藤 正晃ジェームスが、当機構が実施した世論調査「国民が真に求める医療政策」の結果を発表した。調

査結果から、医療政策の重要な論点が抽出された。

その後、佐々木 毅氏を議長として、市民・患者団体、経済界、財政諮問会議、行政、医療界の代表者が、アンケー

トから抽出された重要な論点について各々の考え方を提示した。各界のリーダーが参画する本パネルディスカッショ

ンには、会場からも多くの質問が寄せられ、ステークホルダー間の意見の共通点・相違点が浮かび上がった。

最後に、飯野 奈津子氏のファシリテーションにより、自民党、公明党、民主党の医療政策担当者が、政党論議を行っ

た。各党の医療政策の特徴を提示し、国民が重視する医療政策の論点についても、各党の考え方を示した。

その年の医療政策の重要課題を考定する会議として、充実した第一回となった。

プログラム　（役職は全て当時、ご発言・五十音順）

■13:00　開会の辞 安倍 晋三氏（官房長官） 

■13:15　世論調査結果発表「医療政策に関する2006年世論調査−国民が真に求める医療政策とは−」

 近藤 正晃ジェームス

■13:45　ディスカッション「日本の選択肢」

　　　　　　　　  議長：佐々木 毅氏 （前東京大学総長・学習院大学教授） 

 勝村 久司氏 （医療情報の公開 開示を求める市民の会事務局長・当機構相談役）

 竹川 節男氏 （経済同友会社会保障改革委員会副委員長・健育会理事長）

 辻　哲夫氏 （厚生労働審議官）

 西室 泰三氏 （日本経済団体連合会評議員会副議長・株式会社東芝相談役・当機構相談役）

 吉川　洋氏 （経済財政諮問会議議員・東京大学教授）

 黒川　清 　

■16:00　政党論議

 鴨下 一郎氏 （衆議院議員　前衆議院厚生労働委員長 自由民主党）

 福島　豊氏 （衆議院議員　公明党厚生労働部会部会長）

 古川 元久氏 （衆議院議員　民主党医療制度改革作業チーム主査）

　　　 ファシリテーター：飯野 奈津子氏 （NHK解説委員）

■17:00　閉会の辞 黒川　清

　 司会 ：加藤 信子氏　（フライシュマン ヒラード ジャパン シニアコンサルタント・一橋総合研究所メディア戦略部フェロー）

活動概要（1）シンポジウム
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■スピーカーの発言要旨

安倍 晋三氏 ： 「勝ち負けが固定化しない社会を支えるセーフティネット」

私たちが目指している社会は、一生懸命がんばった人が報われるような社会である。その過程では勝つ人も負け

る人も出てしまうが、大切なことは、それが勝ち組・負け組として固定化されない社会をつくっていくことではないか。

人間は不幸にして病気になる場合もあるが、その時に安心なセーフティネットがあるという社会を構築していきたい。

医療保険制度はその重要な基盤の一つである。

今年の医療制度改革では、中期的には、治療から予防に重点を移して中期計画を立て、短期的には、診療報酬を

下げ、また高齢者医療制度の改革によって保険財政の改善をすすめていくことにした。予防医学も進んでおり、病気

になりにくい社会を実現していきたいと考えている。そうした分野に対しては、惜しみなく投資をしていくべきだ。

近藤 正晃ジェームス ： 「国民が真に求める医療政策とは何か」

2006 年 1 月に実施した世論調査の結果の概要は以下の通りである。

・ 国民の 6 割が現在の医療制度に不満を持っている

・ 不満の主な理由は、医療の内容よりも市民不在の制度決定である

・ 公共事業を減らして政府支出を抑える一方、社会保障費を増やすべきとの国民の意見が多数である

・ 社会保障費を消費税でまかなうこととした場合、国民の７割以上が税率引き上げはやむを得ないと考えている

勝村 久司氏 ： 「医療の単価の設定を患者の価値観に合わせるべき」

今の医療の最大の問題は、各医療行為に設定される単価が患者の価値観と合っていないことだ。その原因は、医

療行為一つ一つの単価が国民・患者に知らされていないことにある。患者の視点で医療改革を進めるためには、正

式名称と単価が全て分かる領収明細書の発行を医療機関に義務付けるべきだ。

竹川 節男氏 ： 「高齢者への比重が大きな医療資源配分を現役世代にシフト」

社会保障費の配分に優先順位をつけることが重要だ。国民の安心と経済の成長を目指していくと、まずは、現役

世代の医療を確保し、確たる年金で老後の生活を保障し、介護を社会で担い、高齢者医療が備わるという全体像が

描き出される。

西室 泰三氏 ： 「大きな目標を設定して改革を」

国家財政が全体的に逼迫している中で医療費だけを突出して増やすわけにはいかない。日本経団連ではとくに

2010 年度までの施策の実施とそのレビューが非常に大事だと考えている。IT 化の促進などを通じた、情報の透明化

や効率化を図るとともに、高齢者であっても自分で負担できることは負担するという発想が必要である。

Annual Report 2004 to 2005
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吉川　洋氏 ： 「公的医療給付」には財政的コントロールが必要」

「国民医療費」と「公的医療給付」をはっきりと区別するべきだ。国民医療費を抑えつけるのがいいとは必ずしも

思わない。しかし公的医療給付は、国民が負担できる水準に合わせて伸びを抑制することが必要である。一方、公

的負担でない部分は国民の選択肢を増やすべきであり、混合診療を導入するべきだ。

辻　哲夫氏 ： 「生活習慣病対策が今後の医療政策の柱に」

わが国では生活習慣病の増加が医療費の高騰を招いている。生活習慣病はメタボリック・シンドロームという同根

のメカニズムによって起こっており、対策は内臓脂肪を減らすことと、運動である。健康を維持して医療費を適正化

することは正しいことであり、国家の大計の一つとして、今後取り組んで行く。

黒川　清 ： 「社会背景を理解して、時代に即した制度改革を」

生活習慣が変わり、食生活は改善され、運動量は減った。にもかかわらず一日三度食事して、糖尿病だ、というが、

自分の体重を減らせばいいことなど、わかっているはずだ。また、都市化で病院へのアクセスがよくなったにも関わ

らず、一つの都市に総合病院がいくつもある。それが自分たちの望む医療なのか、国民一人ひとりがよく考えること

が大切だ。

鴨下 一郎氏 ： 「保険給付の範囲は見直しが必要」

医師の数は不足しており、看護師やコメディカルスタッフも専門性が高くなるので、医療従事者の給与の確保が課

題となる。いずれ総医療費ということでは、公的なお金で負担できるのは半分くらいになるのではないか。たとえば、

先進医療、美容の側面が強い医療など、どこまで公的保険で給付すべきかは、議論の余地がある。

福島　豊氏 ： 「先送りはやめて、給付と負担のバランスを」

今の日本の社会保障制度の財政は、負担と給付のバランスが取れていない。今後給付は更に増えていくが、つけ

の先送りを避けるために給付拡大に見合った負担をお願いせざるを得ないと思う。

また、命に関わる医療での混合診療には反対だ。医療・年金・介護という社会保障制度相互の間の給付調整で、

効率化を図ることの方が大切である。

古川 元久氏 ： 「市民にも分かる言葉で改革論議を」

これまでの医療政策は、医療関係者による専門的な議論で決められてきたが、国民の視点を重視するためには、

市民にも理解できる議論を行うことが重要であり、専門的な話を分かりやすく伝えて行くことも政治の役割だ。

活動概要（1）シンポジウム
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■日本医療政策機構『医療政策』　「調査報告：医療政策に関する2006年世論調査（仮）」

国民が真に求める医療政策とは何か。

この問いに答えるべく、日本医療政策機構では、2006 年 1 月に、全国の 20 才以上の有権者を対象に世論調査を行っ

た（無作為抽出の 4,000 人に郵送。有効回答数は 1,011 人）。

国民は、いま、医療政策をどのように評価しているのか。医療の中でも、特にどの領域に問題を感じているのか。

問題を解決するために、どのような方向性を望んでいるのか。こうした、医療政策を立案する上で最も基本的な問

いに答えることを目的に本調査を実施した。

調査の結果、① 国民の 6 割が現在の医療制度に不満を持っており、その主な理由は市民・患者不在の制度決定

にあること、② 国民は、公共事業を減らし、社会保障費を増やし、社会保障費の増分は増税で負担すべきだと考え

ていること、③ 医療費の配分は、高齢者から現役世代へ、そして治療から研究・予防・ケアへと移していくべきだと

考えていることが明らかになった。

国民が医療政策への問題意識を広く共有することにより、政策議論を活発化させ、日本の医療の改善に貢献したい。

今回の医療政策の世論調査から、以下の三点が、特に重要な結論として

浮かび上がった。

第一に、国民の 6 割が現在の医療制度に不満を持っており、その主な理

由は市民・患者不在の制度決定にある。「あなたは現在の医療制度のどの

程度満足していますか？」という問いに対して、国民の 10%が大いに不満、

50％がやや不満と答えた。では、医療制度のどこに不満を感じているかを

確認すると、最も不満が多かったのは「制度決定への市民参加の度合い」

(76％が不満 )、次が「制度決定プロセスの公正さ（既得権益の排除）」（75％

が不満）であった。逆に不満が最も少なかったのは「診断・治療等の技術

の質」（41％が不満）で、医療そのものよりも医療制度、その中でも意思決

定に国民が不満を感じていることが示された。続いて、「国の医療制度改革

は、誰が主導して決定すべきだと思いますか？（三つまで）」という問いに対しては、一位が市民・患者代

表（64％）となり、専門家・有識者（53％）、医療提供者（48％）、厚生労働省（42％）などを上回った。

第二に、国民は、公共事業を減らし、社会保障費を増やし、社会保障費は増税で負担すべきであると考

えている。政府支出総額については、減らす（50％）が増やす (19％ ) を大きく上回り、内訳としては、「公

共事業」「防衛」の費用を減らし、「文教・科学振興」「社会保障」の支出を増やすべきであると意見が多かっ

た。医療費の財源確保手段としては、公費（税金）、患者窓口負担、保険料の中で、公費（税金）が最も

支持が多かった。

第三に、医療費の配分を、高齢者から現役世代へ、治療から研究・予防・ケアへと移していくべきとの

考えが示された。高齢者の医療費の配分については、減らすべき（36％）が増やすべき（16％）を大き

く上回った。また、治療については増やすべきが 23％に留まり、研究（同 61％）、予防（同 45％）、ケア（同

36％）を下回った。

本調査を行うにあたっては、ブーズ・アレン・ハミルトン株式会社より助成を頂戴し、また調査手法について専門的な立
場からアドバイスを頂戴した。ここに厚く御礼を申し上げる。

本調査の詳細は近日中に当機構ウェブサイトよりダウンロードが可能となります。
http://healthcare-policy.org/
※『医療政策』「調査報告：医療政策に関する 2006 年世論調査（仮）」の発行は平成 18 年度を予定しております。

Annual Report 2004 to 2005



30

当機構では、独自にシンポジウムを開催することに加え、医療政策に取り組む他の市民、学術団体と共催シンポジ

ウムなども行っている。他の団体と連携することで、より広いステークホルダーの方々に当機構のメッセージや活動

内容が伝わることを期待している。

2005 年 12 月 19 日、言論フォーラム「日本

の医療制度をどう再設計するか」を言論 NPO と

共催した。言論 NPO 代表工藤 泰志氏がコーディ

ネーターを務め、黒川 清、近藤 正晃ジェーム

スが吉川 洋氏（経済財政諮問会議議員 ･ 東京

大学教授）とともにスピーカーとして参加した。

医療制度改革においてメディアが果たすべき役

割は大きいこと、医療提供者ではなく、利用者・

納税者の立場から改革を進めるべきことが確認

された。

　

第1回 「がん難民！そんな言葉をなくしたい！！ 〜変えよう日本のがん医療、手をつなごう患者と家族たち。」

第2回 「最後まで患者を見放さない医療のために。〜 変えよう日本のがん医療、手をつなごう患者と家族たち。」

2005 年 5 月 28 日に第 1 回がん患者大集会、2006 年 3 月 19 日に第 2 回がん患者大集会が開催された。両集会

とも、当機構は後援し、特に第 2 回集会では近

藤 正晃ジェームスが基調講演を行った。がん患

者と家族を対象に行ったアンケート結果を報告

し、患者の声が反映される医療の実現に向けて

医療政策の観点から講演した。

2006 年 3 月29日にエコノミストが開催した円卓会議には、Supporting Institutionとして参加し、黒川　清が講演し、

近藤 正晃ジェームスが円卓会議議長を務めた。会議では、本格化するシルバー社会へ向け策定された 2005 年 12

月の医療制度改革大綱を受け、個々の患者という視点も含め、様々な角度から議論が重ねられた。

言論NPOフォーラム　「日本の医療制度をどう再設計するか」

がん患者大集会　第１回	・	第2回

第5回日本におけるヘルスケア円卓会議	：	シルバー社会の世紀へ向けた取り組み

活動概要（1）シンポジウム
Annual Report 2004 to 2005
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活動概要（2）調査報告

■日本医療政策機構『医療政策』　「調査報告：女性外来の評価（仮）」

千葉県は、知事の堂本暁子氏と千葉県衛生研究所所長の天野恵子氏のリーダーシップのもと、積極的に女性外来

を支援・拡充してきた。2001 年には、都道府県立病院としては全国で初めての女性外来が千葉県東金病院におい

て開設され、その後、県内に多くの女性外来が開設されてきた。

当機構においては、千葉県からの委託により、県立の３病院及び県が補助金を交付している７医療機関の県内 10

医療機関について、女性外来の評価を行った。多面的な評価を行うべく、①女性外来の利用者（患者）、②女性外

来を設置する病院長、③女性外来の医療従事者（医師）、④女性外来の医療従事者（看護職員）、の 4 タイプのステー

クホルダーにアンケートを送り、その結果を集計・解析した。病院長については、県が補助している病院以外にも、

独自に開設している 8 病院にも調査票が送付された。

質問票への回収数は、①女性外来の利用者（患者）は 448 名、②女性外来を設置する病院長は 13 名、③女性

外来の医療従事者（医師）は 14 名、④女性外来の医療従事者（看護職員）は 30 名であった。

調査は全て 2005 年 12 月から 2006 年 3 月末にかけて行われた。

全国で急増している女性外来に関する政策調査・社会調査は限られている。千葉県および全国における女性外来

の評価方法を確立し、分析結果を比較検討するための重要な基礎資料となることを目指している。

調査報告

千葉県の女性外来に対する患者の評価は極めて高い。患者の 78%は、

女性外来を受診したことで体の不調や悩みが解決している。また、患者の

88%は女性外来に満足しており、また 98%は再受診したいと考えている。

患者の受診時の満足度を、理由別にみると、最も高かったのは「医師の

話を聞く姿勢」であり、「医師の説明の仕方」、「医師の経験や知識量」、「診

察時間」の順であった。不満が満足を上回ったのは、「予約から診療までの

期間」のみであった。

再受診したい理由として最も多かったのは、「話をよく聞いてくれたから」

であり、「身体や心の悩みごとを一緒に診てもらったから」、「性差医療の専

門家であったから」、「女性医師だから」、「十分な診察時間であったから」

の順となっている。

全体的な満足度を決定する上での各再受診希望理由の寄与度を解析すると、統計的に有意な相関が見

られたのは「話をよく聞いてくれたから」、「身体や心の悩みごとを一緒に診てもらったから」、「保険診療で

費用が安かったから」であった。

また、患者が、千葉県による女性外来の支援を幅広く認知し、それを支持していることも分かった。患

者の 74%は千葉県が政策的に女性外来を支援していることを知っており、99%はそのような政策的な支援

は必要であると答えている。

このように全体としては非常に満足度の高い千葉県の女性外来ではあるが、医療機関ごと、病院長・医

師・看護職員の間では評価の違いが見られた。今後は、こうした調査を継続的に行うことにより、医療機関・

病院長・医師・看護職員の間のばらつきが、そして患者の満足度がどのように推移しているのかをモニター

していくことが重要である。

※『医療政策』　「調査報告：女性外来の評価（仮）」　の発行は平成 18 年度を予定しております。

Annual Report 2004 to 2005
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■平成17年度厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）総括研究報告書

　健やか親子21を推進するための多機関協働による問題解決型アプローチと評価に関する研究

　「北海道と千葉県における十代男女の妊娠中絶実施率と性行動に関する地域比較」

当機構では、『医療政策』「政策提言：「少子化と女性の健康」の発表以来、十代の望まない妊娠・人工妊娠中絶・

性感染症を減らすための政策の必要性を指摘してきた。厚生労働省では、「健やか親子 21」で、近年増加傾向にあ

る十代の人工妊娠中絶率と性感染症罹患率を、2010 年までに減少傾向にすることを目標としている。これらの共通

した問題意識に基づき、平成 17 年度より、黒川 清が主任研究者、近藤 正晃ジェームスが分担研究者の一人となり、

厚生労働科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健やか親子 21 を推進するための多機関協働による問題解決

型アプローチと評価に関する研究」を実施することとなった。

サンプル数は、北海道で 617 名（留置調査 301 名、ウェブ調査 316 名）、千葉県で 567 名（留置調査 243 名、ウェ

ブ調査 324 名）であった。

本研究は三つの点が新しい。第一に、国内の地域間比較を行った点である。各地域で報告されている中絶率には

大きな格差が存在し、高水準の北海道では、低水準の千葉県の約 1.5 倍の中絶率が報告されている。中絶率が低い

地域がなぜ低いのか、また高い地域がなぜ高いのかを理解することにより、効果的な施策を導くことが可能となる。

第二に、性行動にまで踏み込み、実証的なデータ収集を行った点である。地域ごとのどのような性行動が十代の望

まない妊娠・中絶・性感染症を生んでいるのかを理解することによって、地域ごとに有効な政策の立案・実施が可

能となる。第三に、訪問留置調査とウェブ調査を同時に実施し、その差を検定した。ウェブ調査は、低コストである

点ですぐれているが、今後の全国調査に採用するかどうかを検討するに当たり、より厳密な訪問留置調査との差を検

定する必要があった。

今後は、本研究からの学習をもとに調査方法を改善し、全国的な調査を実施し、十代の健康を守るための重要な

基礎資料を形成していきたい。

十代の人口あたりの人工妊娠中絶率は、北海道では千葉県の約 1.5 倍の水

準が報告されている。今回の調査サンプルにおいても、妊娠件数、中絶件数、

性感染症罹患率の全ての数字において北海道の数字が千葉県のものを上回っ

た。

妊娠に直結する変数として計算した「非避妊換算総性交渉回数」（＝「一回

限りの人数」＊「避妊法の失敗確率」＋「継続的相手人数」＊「頻度」＊「避

妊法の失敗確率」＊「期間」）について、北海道十代女性の方が千葉県十代

女性よりも統計的に有意に高いことが検証された。その要因としては、北海道

十代女性の方が千葉県十代女性よりも性交渉頻度が統計的に有意に高いこと

が確認された。さらに、北海道十代女性の性交渉頻度の高さに寄与する要因

としては、性交渉の場所が「自宅」である比率が、北海道では 28％、千葉県では 9％と大きく異なること

が確認された。

このように、地域によって性行動に有意な差が存在することが確認された。今後の広域調査により、この

結果がさらに裏付けされることが待たれる。

また、訪問留置調査とウェブ調査については、二種類の調査方法から得られるデータに重要な差はない

ことが確認された。

本調査の詳細は厚生労働省のウェブサイトにて公開されます。

活動概要（2）調査報告
Annual Report 2004 to 2005



33特定非営利活動法人　日本医療政策機構　2004/2005活動報告書

当機構は、医療政策は国民が議論し、国民が選択していくべきだと考えており、そのために医療政策の議論の場、

医療政策の議論の材料を提供すべく、以下の活動を行っている。

2005 年は、黒川 清が監修として、日本医療企画の『医療白書』刊行に参画した。『医療白書』は医療分野におけ

るわが国唯一の「白書」として、1996 年より日本医療企画から刊行されており、読者は医師をはじめとする医療従事者・

関係者が中心となるが、医療・健康分野に関心が高い一般の読者にも広く読まれている。2005 年版では日本の医

療が抱える今日的な諸問題の論点を網羅的に整理するとともに、全国の地域医療力についての指標をまとめた。

2006 年版では、当機構として、企画立案、編集を行っている。とりわけ第 1 部巻頭特集では、2006 年 2 月 18 日

に当機構および東京大学医療政策人材養成講座が国連大学において開催したシン

ポジウム「日本の決断—国民が真に求める医療政策とは」を取り上げており、当日

発表された「医療制度に関する 2006 年世論調査」の結果や各界を代表する講師の

主張、および各政党のマニフェストを紹介している。また、安倍晋三氏の開会の辞

も掲載される予定である。更に第 2 部ではわが国の地域医療力を、様々な指標の

全国的比較と先進地域へのインタビューによって分析し、第 3 部では日本の医療政

策の重要論点に関するオピニオンリーダーの論文と、2007 年までの医療政策にお

ける重要日程を網羅したカレンダーを掲げる。第 4 部には医療制度をめぐる議論に

おいて頻繁に言及される重要指標を整理して掲載し、医療政策に関わる人々が日々

参照する座右の書となることを目指している。

医療政策についての最新の情報を共有し、また忌憚なくディスカッションを行う場として、朝食会を開催している。

毎回スピーカーがテーマに基づき 30 分程度の講演を行い、その後参加者（およそ 20 〜 30 名）を交え質疑応答を行う。

参加資格は限定しておらず、学生の参加も多い。

■第1回：黒川	清「国民の医療	：	何が課題か」　2005年10月6日

■第2回：近藤	正晃ジェームス「患者視点の医療改革」　2005年12月1日

■第3回：廣井	良典「鎮守の森・お寺・福祉環境ネットワーク事始め　「自然のスピリチュアリティ」とコミュニティづくり」	

　　　　　　2006年2月9日

　　

当会の議事録は、当機構のウェブサイトで公開

しております。　

当会への参加は、当機構のウェブサイトから、

オンライン登録が可能です。

http://www.healthcare-policy.org/

医療白書の編集

朝食会

活動概要（3）その他
Annual Report 2004 to 2005
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医療界では、医療財政、医療安全、医師教育、診療報酬など、医療を取り巻くこれらの政策課題を理解し、社会

に対して解決案を提示できるリーダーシップのある人材が求められている。当機構では、より良い医療を社会で実現

するためには、優れた医療政策が不可欠との認識のもと、医学部生を対象に、毎年 3 月上旬に「医療政策クラーク

シップ」を開催している。毎年、20 名程度の学生が、視野を広げ、問題解決手法を学び、政策立案者と交流し、医

療政策を再考するきっかけとして当プログラムに参加している。当クラークシップは春休み等を利用した短いもので

あるが、有志には当機構のインターンとして引き続き調査研究に協力してもらい、継続的に医療政策に関わることが

可能である。

（共催：　東京大学医療政策人材養成講座　近藤研究室）

■第1回：千葉県の東金病院女性専用外来の患者満足度調査と改善策の提言

千葉県立東金病院では、2001 年 9 月に全国に先駆けて女性外来を開設、紹介状不要、一人 30 分一日 10 名まで

の完全予約制、初診の医師が最後まで担当する主治医制など、画期的な試みを行っていた。開始から 2 年半が経ち、

患者の満足度をさらに上げることを目標としていた。そこで、医療政策クラークシップでは、患者 32 名に対し、イン

デプスインタビューを行い、国や県ならびに同病院への提言を策定した。

クラークシップ終了後の 2004 年度には、クラークシップ参加者の有志による発展的研究として、厚生労働科学研

究費補助金を得て、東金病院の女性外来の患者全体に対しアンケート調査を行い、その一部に対し患者満足度に関

する定性的・定量的調査を行った。さらに 2005 年度には、千葉県からの受託調査として、千葉県で女性外来を持

つ病院に患者の満足度を調査した。

今後は、千葉県の政策担当者との協議を検討する一方、全国に広がる女性外来を調査し、患者の満足度の底上げ

を図るための提言を策定していきたい。

■第2回：がん関係者アンケート

日本のがん治療は世界のトップレベルに比肩する部分もある一方で、制度上の問題から患者が不利益を被り、「が

ん難民」と呼ばれる状態が存在する。この現状を正確に把握すべく、第 2 回医療政策クラークシップではがん患者関

係者 19 名にインデプスインタビューを実施し、さらにアンケート票を策定した。

クラークシップ終了後は、全国のがん患者会を通じてアンケートを実施し、その結果をがん患者大会（第 1 回、第

2 回）、当機構のフォーラムの中で発表した。この大会がきっかけとなり、がん医療の中で見落とされがちであった患

者の声は大きく取り上げられるようになってきている。

■第3回：糖尿病

糖尿病は、予備軍も含めると日本の 1 割が罹患して

いると言われ、現在最大の脅威の一つとなっているが、

治療法に関しては、患者の自助努力が謳われ、正確

な現状が掴めていない。第 3 回医療政策クラークシッ

プでは、糖尿病患者 14 名にインデプスインタビュー

を行い、患者の視点に立った糖尿病治療ならびに予防

を提案した。

今後は、全国の患者会を通じて、広く患者を取り巻

く実態を把握し、政策提言につなげていきたい。

医療政策クラークシップ

活動概要（3）その他
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ウェブサイトは 2005 年 4 月より開設、資料のダウンロードやイベント・会員のオンライン申し込みが可能となって

いる。また、隔月で「医療政策コラム」に、医療政策のキーパーソンへのインタビュー記事を発表している。今後

は英文での情報の充実を含め、改良していく予定である。

■ウェブサイト　　

ホームページ　http://healthcare-policy.org/

医療政策コラム　http://hpij.exblog.jp/

　　　

ウェブサイトでの情報発信

『医療政策』の発行

当機構では、政策提言や調査報告を『医療政策』シリーズにまとめ、発行している。これらは、医療政策関係者

への配布、ウェブサイトでの公開を通じ、医療政策の議論の促進を目的としている。

政策提言/調査報告 一覧（予定）

■	Vol.1	「少子化と女性の健康」（既刊）　（当活動報告書：16ページ参照）

■	Vol.2	「女性の雇用と健康政策」（既刊）　（当活動報告書：17ページ参照）

■	Vol.3	「再生医療　臨床応用への道筋」　（当活動報告書：25ページ参照）

■	Vol.4	「医療政策に関する2006年世論調査」　（当活動報告書：29ページ参照）

■	Vol.5	「患者が求めるがん医療政策」　（当活動報告書：21ページ参照）

■	Vol.6	「十代の性感染症と人工妊娠中絶（少子化と女性の健康Ⅱ）」　（当活動報告書：32ページ参照）

■	Vol.7	「女性外来の評価（女性の雇用と健康政策Ⅱ）」　（当活動報告書：31ページ参照）

■	Vol.8	「患者が求める心疾患医療政策」　

■	Vol.9	「患者が求める糖尿病医療政策」　

■	Vol.10	「会員制患者クラブの評価〜聖路加フレンズのケーススタディー」

Annual Report 2004 to 2005
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組織図

理事・監事	 （2006 年 4 月 1 日時点）

運営体制
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相談役	 （2006 年 4 月 1 日時点）

Annual Report 2004 to 2005
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決算報告・会員数
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会員募集のお知らせ

当機構では、活動をご支援してくださる個人／法人を募集しております。

■個人会員

　●登録会員（年会費 ： 無料） 

　●賛助会員（年会費 ： 10,000円）

　　　　当機構の活動の趣旨をご理解頂き、ご賛助頂く会員です。

　●正会員（年会費 ： 100,000円）

　　　　当機構の目的に賛同して入会し活動を推進して頂く会員です。特定非営利活動法上の社員として、総会での

　　　　議決権を有します。

■法人会員

　●賛助会員（1口 ： 100,000円）

　　　　当機構の活動の趣旨をご理解頂き、ご賛助頂く会員です。

　●口数に応じ、以下の名称でお呼びしております

	 ◆1口：サポーター（Supporter）

	 ◆2〜�口：パートナー（Partner）

	 ◆10〜2�口：パトロン（Patron）

	 ◆30口〜：ベネファクター（Benefactor）

■ご入会方法

賛助会員、登録会員はウェブサイトからオンラインでお申し込み頂けます。

http://healthcare-policy.org/

発行：特定非営利活動法人　日本医療政策機構
編集責任者：近藤 正晃ジェームス
編集者：嶋田 華子、嶋田 浩子、乗竹 亮治※、原口 聡史、坂野 嘉郎、宮澤 聖子、山越 悦子
制作：金丸　裕（リラビスタ・コネクション）
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