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ミッションと行動指針

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

1. 特定の政党、団体の立場にとらわれず、中立性を堅持する

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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
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1.ご挨拶

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。パブリックセクター・プライ

ベートセクターに加えてたくさんのＮＰＯが出現し、社会の中で重要性が増してきていることもその変
化の一つでしょう。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す。

こうした背景を踏まえて、2004年4月に日本医療政策機構を設立してから4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って参りました。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政策研究・提言を行い、
ご支援やご寄付も頂けるような評価の高い運営を目指して活動を進めております。

昨年は、医療政策の意思決定者を結集する「医療政策サミット」に加えて、様々な政策提言、政策調
査、フォーラムの開催、朝食会の実施などを行って参りました。それらの活動の内容について、詳細
をこの年報でご報告させて頂きます。

本年はこれまでの活動に加えて、新たに３つの取り組みを行います。第一に患者会など市民医療団
体の活動を支援すべく、ウェブプラットホーム構築や患者会リーダーの啓発活動を行うこと。第二に医
療従事者自身が政策論議を拡大し、その質の向上をはかるための政策コミュニティを創設すること。
そして、第三に、グローバル時代を迎えた今日、ＷＨＯや世界銀行、Academy Healthなどと協働して、
グローバルな活動の展開とそれを通した人材育成を行うことに注力していく所存です。

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うすればよいか、医療を取り巻く
環境の変化を的確に認識しながら活発に政策提言を行い、我々のキーワードである「Healthy 
Debate (健全な議論)」を関係者の皆さまと、そして広く国民と展開していきたいと願っております。
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1.ご挨拶

2006年度は、日本医療政策機構の活動が、順調に拡大した1年でした。
そうした活動の中から、特に5点について、ご報告申し上げたいと存じます。

第一に、国民の医療政策への意識を客観的に把握すべく、昨年度に続き、全国の有権者への世
論調査を実施しました。その結果、日本の医療政策の意思決定プロセスに引き続き不満が多いこ
とが浮き彫りになりました。また、医療制度の設計思想において、資産・所得で大きな違いがあり、
国民的な議論が必要であることも再確認されました。当機構でも、そうした議論の一翼を担っていく
責任を痛感した次第です。

第二に、医療政策の意思決定者100名が集結する「医療政策サミット」を実施しました。政界・官
界・財界・学界・医療界・患者界など、幅広いステークホルダーのリーダーの方々にお集まり頂き、
前出の世論調査の結果も踏まえ、フラットで活発な議論を展開して頂きました。「医療政策サミット」
が、日本の医療政策の課題と方向性を示す有意義な会議となるべく、しっかりと育てていきたいと
願っております。

第三に、各種調査・政策提言を発表いたしました。がん患者の不満と不安の解消、再生医療の制
度作りなど、幅広い分野で政策提言を行い、報告書を発表し、ステークホルダーを結集したフォー
ラムを実施しました。特にがんに関する調査は、メディアにも度々取り上げられ、議論喚起の役目を
果たせたと自負しております。また、多くの政策提言を取りまとめた『医療白書』も、当機構の監修
のもとで発刊いたしました。

第四に、情報提供の観点から、隔月での朝食会を今年度も開催いたしました。医療政策を代表す
る識者を招き、学生も参加できるカジュアルな環境で、議論を広げて、深める場です。また、医学生
向けの短期講座「医療政策クラークシップ」も、当初は東大医学部のみを対象としていたものを、そ
の後関東圏の医学部に広げ、2006年度には全国の医学部に拡張しました。北は北海道大学から、
南は九州大学まで、幅広い医学部から学生が集まり、医療政策について実地研修を行いました。

おかげさまで、この1年で、会員は382人から815人、法人会員・支援者は12社から21社、事業費
も4千9百万円から6千1百万円に順調に拡大して参りました。より質が高く、より効率的な運営のも
とで、日本医療政策機構のミッションを達成すべく精進して参りたいと存じます。引き続き、ご指導、
ご鞭撻の程、お願い申し上げます。
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2.日本医療政策機構のビジョン

• 重要な課題に関し、
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

政策提言 啓発政策決定者 ステークホルダー 市民

• 内閣

• 政党

• 省庁

• 国際機関

• 民間企業

• 医療機関

• 市民・患者団体

• 学識者

• メディア

• PR
• 医療従事者

• 市民・患者リーダー

• 学生

国民が重視する医療政策課題についての議論の深まり、世論の喚起、政策への反映
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日本

国際化

3. 2006年度活動のご報告

政策提言 啓発活動政策決定者 ステークホルダー 市民

2006

2005/0
4

5. 「がん患者会調
査」

4. 「再生医療」

3. 「日本の医療に関
する2006年世論
調査」

• 医療政策サミット

• シンポジウム「再
生医療 臨床応用
への道筋」

• 患者会リーダー
支援および助成

• 「医療白書2006」
• 定例朝食会

• プレスリリース

• ウェブサイト構築

• 医療政策クラークシッ
プ2006〔脳卒中〕
（全国医学部生に対
象を拡大）

2. 「女性の雇用と健
康政策」

1. 「少子化と女性の
健康」

• 医療政策サミット
（東京大学共催）

• 政策シンポジウ
ム

(言論NPO共催）

• シンポジウム「患
者が求めるがん
政策」

• シンポジウム「少
子化と女性の健
康」

• 「医療白書2005」

• 医療政策クラークシッ
プ2004〔女性の健康
／がん〕

（東京大学医学部生
を対象）

• 医療政策クラークシッ
プ2005〔糖尿病〕
（東日本地域医学部
生を対象）
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3. 2006年度活動のご報告

概要

• 100人規模で、日本の医療政策に最も影響のある政策決定者が集結

• 2007年度の医療政策の優先課題を議論

3－1. 医療政策サミット

医療問題について領域や立場を超えてリーダーが集結し、医療問題を討議する日本で初めての「サミット」として、国連大

学で開催された。医療者のみならず、政界、官界、学界、産業界、患者、メディアなど、様々な分野から各界を代表するオピ
ニオンリーダーが集結し、長期的・俯瞰的視野から議論が行われた。
会議は柳澤伯夫厚生労働大臣（当時）による開会の辞で幕を開け、当機構副代表理事近藤による2007年世論調査結果

の発表を受けたのち、4部構成で議論が展開された。第1部「医療財政」では、日本の医療費の適正規模や抑制策などを
巡って様々な意見が交わされた。第2部「医療のイノベーション」では、当機構代表理事黒川がファシリテーターを務め、企
業・医療機関・政府それぞれの役割について議論が展開された。第3部「生活習慣病」では、辻哲夫事務次官（当時）による

現在の政府の取り組みについてのプレゼンテーションに続いて、海外からのゲストスピーカーによる事例の紹介なども行わ
れた。第4部「政党論議」では、それまでの議論を受けて、医療改革を進めるための政治の役割について、与野党での討議
が行われた。
質疑応答も活発に交わされ、分野横断的な医療政策論議の場として画期的な第一回となった。



8

3－2. シンポジウム 「再生医療推進のための法整備について」

日本医療政策機構による政策提言をベースに、再生医療をめぐる諸問題とりわけ①審査・認可に関する諸制度と②細
胞バンクに関して問題点を討議した。

まず、当機構の政策提言で主査を務めた京都大学教授川上浩司氏による論点の提示、医薬品医療機器総合機構の
豊島聰氏による再生医療技術の審査･認可制度の現状の説明、および「自家細胞を用いた再生医療を推進する議員の
会」所属の公明党福島豊議員による議員連盟の目標についてのプレゼンテーションを受けて、議論が行われた。立法、
行政以外にも、研究者、企業、ジャーナリスト等、幅広い分野のオピニオンリーダーが参画し、討議が行われた。当機構
による政策提言と会議の様子は多数の新聞・雑誌で紹介された。

3. 2006年度活動のご報告
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3－3. 政策提言

独立した委員会がテーマ設定し、政策立案者、政治家等との議論を重ねた上で、提言を策定。また、メ
ディアへの発表を通じ、幅広く国民的議論を巻き起こすことを目指す。

『医療政策』vol.3

3. 2006年度活動のご報告

「2006年世論調査結果―国民が真に求める医療政策とは―」

国民が真に求めている医療政策について客観的なデータを収集すること
を目的として、全国の有権者に世論調査を行い、調査報告をまとめた。
世論調査では国民の６割が現在の医療制度に不満を抱いていること、
医療の内容そのものよりも市民不在の制度決定への不満が強いこと、
財政支出は公共事業を減らして社会保障費を増やすべきとの声が多い
ことなど、重要な示唆に富む結果が確認された。報告書では更に、医療
制度を規定する様々な要素の満足度と医療制度全体の満足度との関連
を統計解析によって分析し、各要素の意味合いを多角的に検証したほ
か、今後の医療政策の重要論点として7つのテーマを提示した。
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3－3. 政策提言

3. 2006年度活動のご報告

『医療政策』vol.4

「政策提言： 再生医療 臨床応用への道筋」
近年注目を集めている再生医療の普及に向けて政策提言を行った。

本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細胞や胎児の利用には、技術的・倫

理的な課題が多く、慎重な国民議論を要する。より実現性が高く、課題も少ない成人組織や
体性幹細胞の利用から実現すべきだという現実的な方向性を示している。第二の特徴は、
現場の声を反映している点である。実際に再生医療に取り組んでいる企業・研究機関及び
投資事業者にアンケート調査を行い、その声を反映している。
２つの施策として、「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。

『医療政策』vol.5
「がん患者会調査報告―『がん難民』解消のために―」
納得できる治療方針の選択ができない『がん難民』が大きな社会的な問題となっている本調
査は、1,186人のがん患者へのアンケート調査をもとに、『がん難民』の実態を明らかにした。

今回の調査は二つの意味で新しい。第一に、『がん難民』について、人数、日本のがん医
療への満足度、国民医療費へのインパクトを初めて推計した。第二に、『がん難民』解消の
ための打ち手を、「がん難民ではないがん患者」との対比をもとに解析した。
調査の結果、①がん患者の53％が『がん難民』であること、②『がん難民』の9割が日本の

がん医療に不満であること、③『がん難民』は「がん難民以外のがん患者」と比べて保険診
療費（自己負担分）が5割、総医療費が7割高く、『がん難民』が全て解消できれば国民医療
費が年間5200億円削減できること、④『がん難民』解消のための具体的な打ち手として「専

門医の有無、医師・病院の治療成績等の情報を社会的に整備すること」、「理解できるまで
時間をかけて主治医に何度も説明してもらうこと」、「知り合いの医療関係者に相談すること」、
「インターネットによる情報収集を行うこと」が有効であることが明らかになった。
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3－4. 調査報告

3. 2006年度活動のご報告

プレスリリース 「日本の医療に関する2007年世論調査報告」

昨年に引き続き、全国から無作為抽出した4,000人の有権者に日本の医療政策に関する世論調査を行い、1,318人
から回答を得た。2007年は医療についての格差に着目して分析を行い、例えば将来の医療費に不安を持つ人の割合
や、過去1年に費用を理由に医療機関への受診を抑えた経験を持つ人の割合は、「低所得・低資産」層では「高所得・

高資産」層の倍以上に上ることが明らかとなった。また、望ましい医療制度に関する考え方では、収入・資産の少ない
層ほど「低負担低給付・平等型」の医療を求め、収入・資産の多い層は「高負担高給付・平等型」や「低負担低給付+自
己選択型」を指向する傾向があることも明らかとなった。生活実態のみならず、医療制度の理想像や方向性にも、経済
力によってギャップが生じている。なお、今回の調査では市民・患者の審議会参画の義務化を、国民の9割が要望して
いる実態も明らかになった。
当機構がとりまとめた分析結果と提言は2007年度版『医療白書』及び『週刊東洋経済』に掲載された。また、公表し

たデータは全国の新聞・雑誌で紹介されたほか、多数の記事・論文等で引用されている。
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3－5. 啓発活動

朝食会

隔月で、オピニオンリーダーを招き、少人数でカジュアル
な議論の場を提供している。

3. 2006年度活動のご報告

■第4回：埴岡健一（日経メディカル編集編集委員）「医
療の質をどう改善するか」 2006年5月

■第5回：井伊雅子（一橋大学大学院・公共政策大学院

教授）「データに基づく医療政策：韓国・台湾の経験から
学ぶ」 2006年7月

■第6回：本田麻由美（読売新聞社社会保障部記者）「患

者になって見る医療～医者との意識の違い、米の不思
議～」 2006年9月

■第7回：川上浩司（京都大学教授）「医薬品・バイオ製
財の開発と認可行政を考える」 2006年11月

■第8回：兪炳匡（ロチェスター大学医学部地域・予防医
学科助教授）「『改革』のための医療経済学」 2007年1月

■第9回：吉田裕明（イーソリューションズ株式会社取締
役副社長）「生活習慣病の予防について」 2007年3月

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
の参加は、当機構ウェブサイトから、オンライン登録が可能です。

医療政策クラークシップ

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、社会に対して解決策を提
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人程度の学生が、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。
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3－5. 啓発活動

医療白書2006

『医療白書』は医療分野におけるわが国唯一の「白書」として医療分野に関
心が高い読者に広く読まれている。2006年度版は当機構が編集し、【株）日

本医療企画から刊行された。医療政策をめぐる諸論点を多角的に整理して
いる。第1部では、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」（主催：当機構、東京大学医療政策人材養成講座）を取り上げ、当日
発表された「医療制度に関する2006年世論調査」の分析結果や各界を代表
する講師の主張等を紹介した。第2部では地域ごとの医療力を、様々な指標
の比較とケーススタディによって分析し、第3部では昨今の重要論点に関す
る論文を掲げた。また第4部には医療政策の重要指標を整理して掲載した。

3. 2006年度活動のご報告

ウェブサイトでの情報発信

ウェブサイトでは、当機構が行っている活動のご報告を始め、シンポ
ジウムや朝食会など各種イベントのご案内、会員のオンライン申込
が可能となっている。医療政策に関する取り組みを定期的に掲載す
ることにより、社会に向けて広く情報発信していくことを目指している。

ウェブサイトURL: http://www.healthpolicy-institute.org

http://www.healthpolicy-institute.org/
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4.運営体制

代表理事 黒川 清
内閣特別顧問, 政策研究大学院大学教授

副代表理事
近藤 正晃ジェームス
東京大学先端科学技術研究センター特任准教授

理事
渋澤 健
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役

理事
マイケル・デブリン
マッキンゼー・アンド・カンパニー プリンシパル

理事
埴岡 健一
日経メディカル編集 編集委員

理事
広井 良典
千葉大学法経学部総合政策学科教授

理事
吉田 裕明
イーソリューションズ株式会社取締役副社長

監事
大 毅
弁護士 （五十音順, 平成18年3月31日現在）

組織図

理事・監事
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青木 初夫

日本製薬工業協会会長

天野 惠子
千葉県衛生研究所所長

安西 祐一郎

慶應義塾長

マシュー・アンダーソン

BskyB コミュニケーションズ&ブランドマーケティング グループディレクター

伊藤 雅治

全国社会保険協会連合会理事長

遠藤 久夫

学習院大学経済学部教授
厚生労働省中央社会保険医療協議会委員
社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会委員

岡谷 恵子

近大姫路大学看護学部看護学科看護学部長

勝村 久司

厚生労働省中央社会保険医療協議会委員
連合『患者本位の医療を確立する連絡会』委員
日本医療機能評価機構裁定委員会委員

（敬称略・五十音順）

相談役 1
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加藤 寛

千葉商科大学名誉学長
慶應義塾大学名誉教授

北城 恪太郎

日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問

小宮山 宏

東京大学総長

佐々木 毅

学習院大学法学部教授

島田 晴雄

千葉商科大学学長
株式会社富士通総研経済研究所理事長

永井 良三

東京大学大学院医学系研究科教授

永山 治

中外製薬株式会社代表取締役社長

西村 周三

京都大学副学長

西室 泰三

株式会社東芝相談役
株式会社東京証券取引所代表取締役会長

吉川 洋

東京大学大学院経済学研究科教授

（敬称略・五十音順）

相談役 2
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48,983

61,447

2005 2006

5.決算報告・会員数

個人会員 法人会員等 収入

382

815

2005 2006

8

16
4

5

2005 2006

ベネファクター

（300万円～）

その他

一般収入

(¥1,000)

12

21
48,933

61,447
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6.法人ご支援者の皆様

平素より当機構活動をご支援下さっている法人会員・寄付を頂戴している企業に対し
心より御礼申し上げます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
平成17年度のスポンサー企業は以下の通りです。（※企業名は50音順、敬称略）

• インテル株式会社
• キリンビール株式会社
• グラクソスミスクライン株式会社
• GE横河メディカルシステム株式会社
• 株式会社新生銀行
• テルモ株式会社
• 東海旅客鉄道株式会社
• 日本メドトロニック株式会社
• ノボノルディスクファーマ株式会社
• ブーズアレンアンドハミルトン株式会社
• ヤンセンファーマ株式会社
• （その他６社）

• エドワーズライフサイエンス株式会社
• 日本ガイダント株式会社
• （その他２社）

• 協和発酵工業株式会社

• （その他１社）

ベネファクター / Benefactor

パトロン / Patron

パートナー / Partner

サポーター / Supporter
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7.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。

・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。

・年会費1口100,000円
当機構の活動の趣旨を理解し、ご賛助頂く会員（法人）です。
・会員専用ウェブサイトのほか全ての特典をご利用頂けます。
・賛助会員（法人）用の特別プログラムへの参加資格を有します。

法人賛助年会費及び寄付（一口＝100,000円より）の総額に応じて、以下の呼称でお呼びしております。
「サポーター（Supporter）」1口
「パートナー（Partner）」2口から9口
「パトロン（Patron）」10口から29口
「ベネファクター（Benefactor）」30口以上

ご入金方法
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込み頂けます。
http://www.healthpolicy-institute.org

個人会員

法人会員

http://www.healthpolicy-institute.org/
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8.事務所所在地・連絡先

特定非営利活動法人 日本医療政策機構

〒100-0014
東京都千代田区永田町1－11－28（7階）
Tel: 03-5511-8521
Fax:03-5511-8523
Web: http://www.healthpolicy-institute.org
E-Mail: info@healthpolicy-institute.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：遠藤綾子*, 隈丸拓, 小暮真久, 嶋田華子, 嶋田浩子, 冨江佳司, 乗竹亮治, 原聖吾, 原口聡史, 
坂野嘉郎, 藤田卓仙, 宮澤聖子, 山越悦子

http://www.healthpolicy-institute.org/
mailto:info@healthpolicy-institute.org
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