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1.ご挨拶

日本人がいちばん気にしている問題が何であるかご存知ですか？内閣府の国民意識調査では、雇用
でも、経済でもなく、健康のことにいちばん関心があるという結果が出ています。
では、どうして健康・医療分野に公共政策の重点が移らないのか、という疑問が生じませんか？政策
はどのように形作られるのでしょうか。

今までわが国では主として官庁、政府が政策「シンクタンク」として機能していました。しかし、普通の民
主社会であれば、「政策は政府がつくる」と思うのは間違いです。政府の出す法案もありますが、政策
は政府だけでつくればいいというのは誤った考えなのです。
独立した、透明性の高いプロセスで複数の政策の選択肢が挙げられ、それらを政府、議会等で検討し、
立法府で決定されるべきと、私たちは考えています。それは民主社会では当たり前の姿です。政府か
ら独立した政策提言プロセスがなかったこと自体、おかしなことです。そのような考えで、私たちは医療
や健康政策「ヘルスポリシー」を中心とした政策提言に取り組む、政府から独立した「シンクタンク」とし
て日本医療政策機構を立ち上げました。

グローバリゼーションの中で「ヘルスポリシー」は非常に大事な問題であり、地球規模の主要問題の一
つです。2005年1月に発表された国連の「Millennium Development Goals」にもこのことがよく反映さ
れています。また、日本の貢献も期待されています。

日本医療政策機構（HPIJ）の活動は、ワシントン等にある多くのシンクタンクのように、私たちが提案する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ものです。皆さんからのご要望、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て政策提案をお示しするとともに、朝食会やシンポジウムを通じて、皆様と政策課題について話し合
い、考える場をつくっていきます。ご支援のご寄付もいただけるよう評価の高い政策とその実現へと戦略的展開をしていく所存です。

このような私たちの取り組みをご理解いただき、これまで私たちが発表してきた世論調査や患者調査、そして政策提言を評価してい
ただきたい。そのうえで、今後開催するシンポジウムやセミナー等にご参加いただき、皆様と意見交換をしていきたいと考えています。
そこから、具体的な政策提言し、実現へ向け前進していきたいと思います。

代表理事 黒川 清
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2.日本医療政策機構のビジョン

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

日本医療政策機構（HPIJ）は、真の市民社会到来にふさわしい市民主体の医療政策の実現を目指

しております。そのために、特定非営利活動法人という中立的な立場から、調査や研究を行うととも
に、政策決定者、アカデミア、市民代表など幅広いマルティステークホルダーを巻き込んだシンポジ
ウムを開催し、医療政策の重要課題を議論しております。

このプロセスを通じ、市民に政策の選択肢を提供し、世論の喚起を促し、ひいては政策にその声が
反映されることを願っています。

政策提言 啓発活動政策決定者 ステークホルダー 市民

調査・研究に
基づいた政策
提言の発表

『医療政策』

内閣、政党、
省庁、国際機
関などと議論

市民の声の吸
収と世論喚起

情報交換・議
論・学びの場
の提供

『医療政策ｻﾐｯﾄ』
『朝食討論会』

民間企業、市
民、患者、医療
従事者等支援

『市民医療協議会』 『世論調査』 『定例朝食会』
『医療政策ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ』

ミッション

活動
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3.2007年の活動報告

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「サミット」。

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。
なお、会議は全てクローズドに行われた。

医療政策サミット

朝食討論会「医療財政；財源確保と消費税」
（左）与謝野馨氏（自由民主党衆議院議員）
（右）仙谷由人氏（民主党衆議院議員）
（最右）福島豊氏（公明党衆議院議員）

基調講演「日本の医療制度」
（最左）舛添要一厚生労働大臣

「2008年日本の医療政策の論点」
（左）江利川毅氏（厚生労働事務次官）
（中）永井良三氏（東京大学大学院教授）
（右）島田晴雄氏（千葉商科大学学長）

「新しい地域医療計画と市民参画」
（左）伊藤雅治氏（全国社会保険連合会理事長）
（中）長沼明氏（埼玉県志木市長）
（右）信友浩一氏（九州大学教授）

「生活習慣病」
（左）ルイス・バーンズ氏（インテルコー

ポレーション副社長）
（右）駒村康平氏（慶應義塾大学教授）
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3.2007年の活動報告

2008年、日本がホストをつとめるG8ならびにTICAD（アフリカ開発会議）に先駆け、日本がグローバル
ヘルス領域で果たす役割を議論した。
なお、会議内容は全てオンライン上で公開している。（英語）http://www.global-health-summit.org/

基調講演
小泉純一郎元内閣総理大臣

（左上）ジョイ・プマピ氏（世界銀行副総裁）

（右上）前田明子氏（世界銀行人間開発ネットワークマネージャー）
（左下）道傳愛子氏（NHK解説委員）
（右下）鶴岡公二氏（外務省地球規模課題審議官）

（左上）米倉弘昌氏（住友化学株式会社社長）

（右上）タチ・ヤマダ氏（ビル＆メリンダ・ゲイツ財団プレジデント）
（左下）ジェイ・ナイドゥ氏（南アフリカ開発銀行議長）
（右下）山本正氏（日本国際交流センター理事長）

グローバル・ヘルス・サミット
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機能

（左）American Heart Associationを招聘したシ
ンポジウム（4/28）

（右）American Cancer Societyとのワークショッ
プ（12/8）

（下）アリスミア・アライアンスを招聘したシンポジ
ウム（3/21）

3.2007年の活動報告

患者支援：市民医療協議会

市民・患者主体の医療を実現するために設立されたユニット。
政策変革に不可欠な機能の提供、アジェンダシェイピング、アドボカシーの支援を行う。

アジェンダシェイピング

ITインフラ、会議スペー

ス、医療政策ガイドブッ
クの提供など

シンポジウムの開催
ワークショップの開催

アンケート調査

アドボカシー

インテルとの共同開発-患者さん向けのパソコン
を開発
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オンライン 医療政策対談
第1回：日野原 重明先生（アクセス：20万ﾋｯﾄ）
第2回：本田 宏先生
第3回：養老 孟司先生
第4回：小松 秀樹先生

医師の医療政策へ参画を支援するウェブサイト。
日本の医師15.4万人が登録するSo-net M3との連携して、対談等を発表。
http://www.healthpolicy-institute.org/mdpf/

医療従事者支援：MDポリシーフォーラム

3.2007年の活動報告
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「日本の医療に関する2008年世論調査報告」

3.2007年の活動報告

第3回目となる世論調査を実施。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、1,082人から回答を得た。
2008年は、医師不足と財源確保、混合診療、所得によるアクセスへの影響（受診抑制）に着目
して分析を行った。当分析結果は、テレビや全国の新聞・雑誌で紹介されている。
資料： http://www.healthpolicy-institute.org/ja/report/index.php?atm_id=3

（左）4月15日付毎日新聞朝刊

（右）4月8日付日本経済新聞夕刊
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朝食会

隔月で、オピニオンリーダーを招き、カジュ
アルな議論の場を提供。議事録・動画は
オンラインにて公開中

第10回：黒川清（当機構代表理事）
「グローバル時代の医師育成：『医科大学院』の提唱」

第11回：天野惠子先生（千葉県衛生研究所所長）
「Narrative Based Medicine」

第12回：伊藤雅治先生（全国社会保険協会連合会理事長）
「医療制度改革と社会保険病院の経営改革」

第13回：遠藤久夫先生（学習院大学教授）
「後期高齢者医療のあり方を考える」

第14回：真野俊樹先生（多摩大学医療ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ所長）
「医療と市場やリスクマネジメントとのかかわり」

第15回：土屋了介先生（国立がんセンター中央病院院長）
「医療現場の危機的現状と再建への模索」

医療政策クラークシップ

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。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参加。

（上左）政治家との面会

（上右）製薬会社へのヒアリング

（左）患者リーダーに話を聞く

3.2007年の活動報告
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医療白書2007

前年に引き続き、編集し、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。

医療政策をめぐる主要な課題をカバーするとともに、日本医療政
策機構の世論調査を紹介している。
書店にて販売中。

ウェブサイトでの情報発信

ウェブサイトにて、イベント情報や資料を公開中。
（本部ウェブ）http://www.healthpolicy-institute.org/

（プログラム別ウェブ）
・グローバルヘルス

http://www.global-health-summit.org/

・市民医療協議会
http://www.kanjakai.org/

・MDポリシーフォーラム
http://www.healthpolicy-institute.org/mdpf/

3.2007年の活動報告
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4.2008年度の計画

2008年度の3本の柱
1.医療政策ユニット

わが国の医療政策が大きな転換期を迎える中、本年は「政治」「世
論」に活動の焦点を絞り、医療財源論や医療政策の価値判断など
の骨太でオープンな議論の場を提供し世論を喚起したい。また、4

回目となる全国世論調査には国際比較も加え、よりグローバルな
視野から日本の医療の姿を浮き彫りにし、国民が求める医療の姿
を明らかにする。

2.市民医療協議会
がん・心疾患等の患者ネットワークの発展と維持を目指す。さら
に、患者のアドボケート力を向上させる機会を提供し、草の根の
声を国政に届けたい。またネットワークから生み出される情報の
共有を通じて、医療の均てん化を実現したい。

3.グローバルヘルス
洞爺湖G8サミットにおけるグローバルヘルスの課題設定と、日
本のリーダーシップ発揮を支援する。また、日本におけるステー
クホルダー横断的な連携の構築と維持、そして、同様な連携の
世界的な構築に向けて日米を拠点に活動する。

小野崎 耕平

医療政策ユニット担当
ディレクター

法政大学卒、ハーバード大学公
衆衛生大学院修了（医療政策専
攻）。J&J勤務、第21回参議院議
員通常選挙出馬等を経て、2007

年より現職。

近藤 正晃ジェームス

副代表理事

慶應義塾大学卒、ハーバード大
学経営大学院修了。
マッキンゼー勤務を経て2004年
に日本医療政策機構を立ち上げ。

東京大学にて医療政策人材養成
講座も立ち上げ、運営。

埴岡 健一

理事
市民医療協議会共同議長
がん政策情報センター長

大阪大学卒。
日経ビジネスNY支局長、骨髄バ

ンク事務局長、日経メディカル編
集委員を経て、2008年より現職。
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5.個人会員募集のお知らせ

会員の方には随時イベント情報をお送りしております。

登録会員（年会費無料）
オンラインにてお申し込みください。
イベント情報・プレスリリース情報をメールでお送りします。

賛助会員（年会費1万円）
オンラインにてお申し込みください。
イベント情報・プレスリリース情報をメールでお送りします。
定例朝食会で割引が受けられます。
http://www.healthpolicy-institute.org
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6.相談役からのコメント（五十音順）

青木初夫様
アステラス製薬株式会社会長

日本の医療制度は、急速に進む尐子化・高齢化や財源問題などから、今後どのような制度とすべきか、
国民的議論が必要な時期に来ています。

議論を活性化し、望ましい結論を見出すためにも、日本医療政策機構には建設的な提言発信という役
割を積極的に担って頂きたいと思います。

天野惠子先生
千葉県衛生研究所所長

医療の技術が急速に進歩する中で、医師は医療技術の習得に走り、患者との間に大きな溝ができて
いる。Evidence-based Medicineは勿論だが、尐子高齢化とともに、患者の声を聞く医療の重要性を
認識した医療システムを早く構築しなくてはいけない。日本医療政策機構に期待すること大である。

安西祐一郎先生
慶應義塾長

「立国は私なり、公に非ざるなり」。『痩我慢の説』で述べた福澤諭吉の言葉です。直面する複雑な諸問
題を解決し、かつ医学・生命科学の知見を広く人類が享受するためには、中立的な立場からの政策提
言が必須です。 政府から独立したシンクタンクとして立ち上げられた日本医療政策機構の今後に大き
な期待が寄せられます。
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6.相談役からのコメント（五十音順）

マシュー・アンダーソン様
ニューズ・コーポレーション（欧州・アジア地域）経営企画・渉外グループディレクター
Around the world, great strides are being made in the field of health communication and so-

called "social marketing" campaigns. I commend the Healthcare Policy Institute, Japan for 

exploring global best practice that involves all relevant stakeholders in initiatives that not only 

raise awareness, but also lead to meaningful behavioral change in the lives of patients and 

citizens at large.

伊藤雅治先生
全国社会保険協会連合会理事長

日本の医療制度の今後を論ずる場合、制度設計の内容と同時にその決定プロセスの見直しが重要に
なると思います。財源問題に加えて、国家観、価値観の多様化は皆保険制度を基盤とした医療制度の
今後のあり方に多くの課題を突きつけてくるでしょう。多様なステークホルダーの意見を集約しながら
政策形成する面で、日本医療政策機構の役割を期待しています。

遠藤久夫先生
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会長

医療政策には、科学的視点（医療の費用対効果の計測等）と、国民の価値観を公正に反映する視点
（国民医療費はどのくらいであるべきか等）の二つが重要である。現状の医療政策の決定過程はどち
らも満足できる状況にはない。 日本医療政策機構にはこの点の政策決定への貢献を期待したい。
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6.相談役からのコメント（五十音順）

岡谷恵子先生
近大姫路大学看護学部看護学科看護学部長
国立長寿医療センターの調査によると高齢者になることを不安に思う人が全世代を通じて8割を超える

という。このような国民の不安を払拭し、どんな健康状態であっても安心して生活できるような社会保
障制度を再構築するために、 具体的でかつ実行性のある政策を提言する学際的な機構として大いに
期待しています。

勝村久司様
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
（財）日本医療機能評価機構裁定委員会委員

救急医療の整備も診療内容の標準化もできないまま、医療保険制度は危機に瀕し、心ある医療者は
過労に苦しんでいる。医療被害の教訓を生かすこともなく、市民・患者不在で進められてきたこれまで
の医療政策とは一線を画した医療政策が、 今求められている。

加藤寛先生
千葉商科大学名誉学長
慶應義塾大学名誉教授

高齢・尐子社会をむかえて、日本の医療政策は混迷をきわめている。医者は医者、看護士は看護士、
患者は患者、病院は病院でバラバラな意見を出し放しにしている。これを一つにまとめあげてこそ医療
政策は安定する。
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6.相談役からのコメント（五十音順）

北城恪太郎様
日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問

活力ある社会を築くことが喫緊の課題となっている中、医療分野も民間主導で大きなイノベーションが
期待できる分野の一つです。本機構が各分野の優れた叡智を集めながら、先見的な医療政策を提言
されていくことを期待します。

小宮山宏先生
東京大学総長

これからの医療は、工学、理学、薬学などの分野は言うに及ばず、法律、経済などの分野も重要な関
わりを持つ非常に大きなマーケットになってくる。これまでのいわば閉鎖的であった医療分野の新たな
発展に向けて、日本医療政策機構の活躍が期待される。

佐々木毅先生
学習院大学法学部教授

これまで医療政策に十分に反映されてこなかった大事な声を媒介する場として、日本医療政策機構の
活動への期待は大きく、その責任も重い。
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6.相談役からのコメント（五十音順）

島田晴雄先生
千葉商科大学学長
高齢化が急速に進展しつつある日本の社会では、健康は国民の最大の関心事である。

健康増進のためには、生活習慣の改善など、個人や社会が取り組むべき課題は多いが、その中で、
最も大きな課題は国民一人一人が適切な医療サービスが 受けられるかどうかである。日本は、医療

の技術や知識の面では世界最高水準にある分野も尐なくないが、医療サービスについては、多くの問
題と課題を抱えている。

特にガンや循環器系ならびに臓器の機能不全などの深刻な疾病については、医療機関や医師の能力
や成果について、とりわけその評価の情報が不足もしくは偏在しているため適切な医療サービスをど
こで誰にどんな形で受けられるかが分からず、 多くの人々が不安に苛まれている。医療政策機構は、

こうした問題を解決すべく、的確な情報の分析、評価、集積、提供などに注力し、先進国に相応しい医
療サービス体制づくりを目指している。同機構のこうした活動について多くの方々の 御理解と御支援を
お願いする次第である。

永井良三先生
東京大学大学院医学系研究科教授

現在、医療をめぐる課題が山積しています。社会の合意を得つつ医療政策を決定するために、日本医
療政策機構の果たすべき役割は非常に大きいと思います。
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6.相談役からのコメント（五十音順）

永山治様
中外製薬株式会社代表取締役社長

バイオをはじめとした生命科学の著しい進展、国民の健康意識高揚など、患者の視点やニーズに合わ
せた医療サービスの提供が望まれる。一方、尐子高齢化・経済低成長の時代を迎え、増大する医療費
の適正な管理が社会の持続性における 最も重要な課題となっている。

西村周三先生
京都大学副学長

医療に関しては、専門的知識がないと判断がむずかしいとされ、政策形式は、専ら医師などの専門家
のみが関わるべきものとされてきたきらいがある。しかし、患者や市民が参加して政策形式を行うこと
は、きわめて重要であると思う。

西室泰三様
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社長

世界に目を開いて日本の医療の現状を見据え、将来の国民の幸福を目指した在り方を具体的に明示
する。日本医療政策機構への期待は大きい。

吉川洋先生
東京大学大学院経済学研究科教授

国民の共有財産である皆保険制度をこれからも維持していくためには、広い視野に立って建設的な議
論を積み重ねていかなければならない。日本医療政策機構が大きな役割を果たすことを期待したい。
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7.法人概要

名称 特定非営利活動法人 日本医療政策機構

所在地 （事務局） 〒100-0014東京都千代田区永田町1-11-28

TEL 03-3267-2486    FAX 03-5511-8523

（市民医療協議会）〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-5-3 3階
TEL 03-5614-7796    FAX 03-5614-7795

役員 代表理事黒川 清
政策研究大学院大学教授・内閣特別顧問

副代表理事近藤 正晃ジェームス
東京大学特任准教授

理事澁澤 健
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役

理事デブリン マイケル スコット
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
東京大学特任准教授

理事廣井 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
弁護士大毅法律事務所
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8.法人のあゆみ

2004/4 設立

2005/3 シンポジウム：「尐子化と女性の健康」
（共催：東京大学医療政策人材養成講座）

2005/7 シンポジウム：「患者が求めるがん政策」

2005/8 シンポジウム：「細胞再生医療-臨床応用への道筋」
（共催：東海大学）

2005/10 第1回朝食会 *以後隔月で開催

2005/12 シンポジウム：「医療制度改革」
（共催：言論NPO）

2006/2 第1回医療政策サミット開催

2006/3 第2回がん患者大集会

2006/12 シンポジウム：「再生医療臨床応用に向けた制度的課題」

2007/2 第2回医療政策サミット開催

2007/4 シンポジウム：「心疾患医療政策への患者参画」
（共催：株式会社富士通総研）

2007/11 シンポジウム：「21世紀のウエルネスとイノベーション」
（共催筑波大学）

2007/12 ワークショップ：「都道府県がん政策ワークショップ」
（共催：American Cancer Society）

2008/2 第3回医療政策サミットおよびグローバルヘルスサミット開催
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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

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


