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序論
世界各国の保健医療セクターが，国民皆保険

に向けた取り組みを加速させている 1-3．2005 年

に開催された世界保健機関（WHO）の第 58 回

世界保健機関総会では，国民皆保険を，すべて

の国民に対して支払い可能な範囲の費用で適切

な保健医療サービスへのアクセスを保証するこ

とと定義したうえで，財政的に持続可能な保健

医療システムの構築に向け努力することを加盟

国に求める決議が採択された 3．総会ではさらに，

税と社会保険制度を組み合わせた前払い制度を，

各国の個別事情に応じて採用することで国民皆

保険の実現に努めるよう促した 4．過去 10 年間

に，ガーナやルワンダといった低所得国におい

ても，低コストで国民皆保険を実現するための

保険制度が導入されはじめている．5-7

国民皆保険の定義についてはまだ議論のある

ところだが，一般的には，全国民が支払い可能

な範囲の費用で健康増進，予防，治療，リハビ

リテーションなどの主要な保健介入サービスを
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優れた健康水準を低コストで公平に実現する 
日本型保健制度の将来：国民皆保険を超えて
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日本の保健医療分野における過去 50年間の最大の成果は，低コストで国民の良好な健康指標を実現
し，国民の間での公平性を徐々に高めてきたことである．日本が国民皆保険制度を構築し維持するた
めに打ち出してきた政策は，世界の多くの国がそれぞれの状況において直面している政策議論と同様
に発展してきている．わが国の国民皆保険制度の財政的持続可能性は，人口・経済・政治の諸要因によっ
て脅かされている．さらに 2011 年 3月 11 日のマグニチュード 9.0 の東日本大震災に起因する自然
災害と原発問題という一連の危機的状況は，第二次大戦後に作られた日本の社会制度全体を揺るがす
とともに，日本の保健システムの構造的諸問題を露呈させた．本稿では，日本が保健医療分野におい
て過去50年間に達成した成果の持続可能性と公平性を確保するために４つの主な改革案を提示する．
すなわち，人間の安全保障という価値観に基づく改革を実行すること，政府と地方自治体の役割を見
直すこと，保健医療サービスの質を高めること，グローバルヘルス（地球規模の保健医療）に貢献す
ること，である．今こそ，日本およびその保健システムが生まれ変わる時である．
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主要論点
・ 日本は，1961 年に国民皆保険を実現した。他の保健

医療政策・対策と相まってこれまで日本は低コスト
で公平かつ良好な国民健康水準を実現することに成
功してきたが，今日，多くの課題を抱えている．

・ 『ランセット』の本特集号の他の論文で指摘されたよ
うに，日本の保健システムは 3 つの共通課題，つまり，
経済的持続可能性，政治的ガバナンス，患者の期待
への対応の欠如に直面している．

・ 2011 年 3 月に発生した東日本大震災は保健システム
の根底にある構造的問題を露呈させたが，3 つの課
題を解決することを財政的により一層困難にした．

・ これらの課題に対処するため，筆者らは日本の保健
医療システムに関する 4 つの主要な改革を提案する．
人間の安全保障という価値観に基づいた改革を実行
すること，政府と地方自治体の役割を見直すこと，
保健医療サービスの質を改善すること，グローバル
ヘルスに積極的に取り組むこと，である．

・日本が保健医療の構造改革と災害からの復興の両方
を達成できることを示す，明るい兆しがある．この
日本の経験は，日本がグローバルヘルスを促進する
上でより積極的な役割を果たす基盤になりうる．
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る自然災害と原発問題という一連の危機的状況

は，第二次大戦後に作られた日本の社会制度全

体を揺るがしている（パネル 1）11．これらの災

害によって，日本の保健システムがこれまで長

きに渡って根底に抱えてきた，構造的問題が露

呈された．

日本語の「危機」は，危険と機会を意味する

２つの漢字でできている．『ランセット』日本特

集号 17 を始めるに際し，筆者らは，現在の日本

の政治・経済・社会状況は，国民皆保険導入か

ら 50 年経った保健医療システムを超党派で改革

する機会であると考えた。また，人間の安全保

障というわが国の考え方が，保健医療政策にお

ける国内外のさまざまな難題に対処するための

鍵となる価値観になれば，と願った 10, 17-20．日

本特集号ではこれまで，我が国の健康水準，国

民皆保険，医療費とサービスの質の問題，高齢

化と介護，グローバルヘルスなど，日本の主要

な保健医療のテーマを総合的に分析した結果を

報告してきた．本稿では，日本の保健システム

の主な成果をまとめ，将来に向けた課題を検討

し，改革案を提言する．

優れた健康水準を低コストで公平に実現
日本の保健医療分野における過去 50 年間の最

大の成果は，国民間での公平性を高めながら低

コストで良好な健康水準を実現したことである．

1985 年の低コストで良好な健康水準の実現を

テーマにした，中国，コスタリカ，スリランカ，

インド・ケララ州の保健システムに関する画期

的研究 8 が現在，国際研究者グループによって

再検討されている 21．著者らは日本の経験，特に，

低コストで良好な健康状態を追求する一方で平

等原則の追求にも成功した体験から，他国にお

いても良好な健康水準を実現するための重要な

教訓が得られると考えている．

1961 年の日本の国民皆保険導入は世界でもか

なり早いものだったが，特に当時１人当たり国

民所得が英国の半分であったことを考えればな

おさらである 10．今日，雇用先や居住地により

利用できることとされている．財政的リスクか

ら保護することを原則とし，医療サービスへの

支払いによって国民が財政的に破綻すること

のないようにするものでなくてはならない 4, 8, 

9．社会保険制度を用いることで，それぞれの保

険者ごとに被保険者間での連帯に基づき，徐々

に被保険者の対象範囲を広げていくことができ

る 9．日本は 1961 年に国民皆保険を実現したが，

その時点で実質的に全国民が社会保険制度の対

象になっていた 10．

しかし，国民皆保険の実現は最終目的ではな

く，新たな課題の始まりである．日本において

国民皆保険制度は 1961 年の達成以降，常に修

正変更が加えられてきた。患者自己負担率の変

更，財源への税金投入のあり方，異なる複数の

保険間での拠出金による相互補填など，さまざ

まな面で変化してきている 10．わが国の国民皆

保険制度がこのように徐々に変化してきたこと

は，国民皆保険制度に関する政策論争が多くの

国で各国固有の文脈で行われているのと同じで

ある．今日，日本の国民皆保険制度は，人口構造，

経済，政治の各要因によってその財政的持続可

能性が脅かされている．

しかし，低い経済成長と不安定な政治状況が，

国民皆保険の諸問題への対応と構造改革を著し

く困難にしている．さらに，2011 年 3 月 11 日

のマグニチュード 9.0 の東日本大震災に起因す

検索方法と選択基準
PubMed，Medline，Embase，Jamas，Jstor の各デー

タベース，政府の報告書，国内情報源の未発表文献を
調査対象とした．情報源を特定したときは，本調査戦
略を踏まえつつ，入手した報告の参考文献リストを調
査することなどにより，その情報源を用いて追加資料
を作成した．本論文の第 1 部は，国民皆保険制度の導
入から 50 年を経た日本における保健医療および関連
要因の評価を行った『ランセット』の本特集号のこれ
までの報告に基づいている．東日本大震災および地震
後に発生した福島第一原子力発電所の事故の影響を検
討するため，上記の方法により特定・検索した報告書，
並びに国際原子力機関（IAEA），日本政府および国内
メディアなどを含む他の情報源から発行された文書を
参照した．
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shibuyak@m.u-tokyo.ac.jp
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ある 23．日本は基本政策として，診療報酬によ

り支払条件を供給側で厳格に管理する一方，サー

ビスの提供方法については自由放任主義的アプ

ローチを取ってきた 17．医療の質の構造・プロ

セス面は，特に高血圧症などの慢性疾患におい

て不十分であるように思われる。こうした医療

の質の問題は，主として医師・病院の発展の歴

史的経緯と専門家組織の不十分なガバナンスに

よるものであって，必ずしも医療費抑制策によ

るものではない．手術死亡率などの専門医によ

る急性期治療のアウトカムは他国と同じぐらい

良好である．しかし，保健医療資源のニーズと

供給の間にミスマッチがあり，医療の質に対す

る情報開示が欠如している．

日本では，急速に進行する高齢化に対処する

ための革新的な政策が導入されている．65 歳以

上の人口は 1990 年では 12％であったが 2010

年には 23％になっており，過去 20 年間でほぼ

倍増している．1970 年代後半から，高齢者医療

費は政策上の主な問題であった．本特集号の高

齢化に関する論文にもあるとおり 20，日本は高

齢化社会の課題に対応し医療費を抑制するため，

2000 年に公的介護保険制度を導入した．介護

保険制度は社会保険の原則に基づいて運営され，

所得や家族の状況に関係なくサービスが給付さ

れる．保険範囲と給付の面で，この保険制度は

非常に寛大なものになっている．過去 10 年間に

サービスの利用と支出が倍増したことに示され

るとおり，この政策は広く受け入れられている

が，当該期間の医療費増加率はわずか 15％にす

ぎない．介護保険制度が被保険者とその介護者

に与えている影響については，今後包括的な評

価を行う必要があるものの，この政策は労働市

場への女性の参加を促進し，世帯の財政負担を

減少させることに成功している．しかし，制度

の財政的持続可能性，施設介護への過度の依存，

家族介護者のニーズに対するサービスの不足と

いった問題は依然未解決である 20．

国民の健康水準の面で日本が果たした成果は

目を見張るものがある．女性の平均寿命は 86 歳

3500 の保険者に分かれ，実質的にほぼすべての

日本国民が医療社会保険に加入している．日本

ではさらに，高齢者・児童以外の自己負担率を

一律にするとともに，高齢者加入比率が異なる

保険制度間の調整のために拠出金による相互補

填を義務づけることで，異なる保険制度間の不

平等を減らしてきた．これらの取り組みは，ほ

ぼすべての日本国民に医療社会保険での平等な

待遇を保証する平等原則の実現に寄与してきた．

しかし，保険料の対所得比に関しては不平等が

存在し，保険未加入のパートタイム労働者が増

加していることが問題となっている 10, 22．

国民皆保険をめぐる懸念は，医療費を持続可

能な方法でどのように抑制するかということで

パネル 1：東日本大震災
2011 年 3 月 11 日，本州北東沿岸部の約 130km 沖でマグニチュード 9.0 の

地震と津波が発生し，原子力発電所の大惨事をはじめとする危機が連鎖的に生
じた 12．地震に津波が加わったこの災害により１万 5500 人以上が死亡し，７
月初めの時点で，約 7000 人が未だ行方不明であり，5300 人以上が負傷し，
21 万 7000 戸が深刻な被害を受けた 13．地震・津波・原発事故の災害により
10 万人以上が避難した 11, 13．主要な死因は 90％以上が津波による溺死であっ
た 13．この三重の災害は，日本にとって第二次世界大戦後，最大規模の人道的
危機となった 11, 14, 15．災害発生直後には，日本に拠点を置く数多くの保健医療
機関チームや自衛隊，いくつかの国際医療チームが救急治療にあたった．これ
らの取り組みは被災地での人命救助と疾病治療に貢献した．どのようにすれば
急性期の救急処置を改善できたかについて，現在評価が行われている．

日本における三重の災害は現在，長期的な支援の段階に入っており，復興の
プロセスにとって困難な健康上の問題を数多く引き起こしている．第１に，避
難住民にとっても避難していない住民にとっても，慢性疾患（高血圧症や糖尿
病など）の管理が依然として健康上の重要な優先課題である．これらの問題は，
避難所にいる住民の運動不足や多量の塩分摂取によって悪化している．第２に，
被災者とその家族，保健医療・介護従事者の間でメンタルヘルスの問題（心的
外傷後ストレス障害や過呼吸症候群など）が広がっている 16．これらの問題は，
個人・社会レベルでの大規模な荒廃・損失や，放射線関連の健康リスク・経済
補償・地域再建など将来に対する大きな不安と関連している．第３に，被災地
全域の経済が破壊され，数多くの会社が震災により倒産の危機に直面し，電力
不足が生産を根底から揺るがしている．そして，必要な大規模建設事業の財源
として増税が実施される可能性がある．したがって，震災は，直接被害を受け
なかった人々にも多くの点で影響を与えている．最後に，長期的段階では，原
子力発電所の作業員やまだ自宅に残っている近隣住民，放射線汚染地域の避難
住民を対象として，放射線被曝および住民レベルの健康への潜在的影響をモニ
タリングすることが必要である．福島第一原子力発電所の大惨事による放射線
被曝や，政府と東京電力が原子力災害を制御できず，実際に起こっていること
について信頼に足る情報を公開できないでいることについて，一般国民の不安
感は非常に大きい．
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る 24．さらに，他国と比べれば日本における健

康の社会経済的格差は依然小さいものであると

はいえ，社会経済的状況による死亡率格差は次

第にはっきりとしつつあり，特に男性労働者に

おける自殺率の上昇が顕著である 19．これらの

健康問題は，急速な高齢化に加え停滞する経済

と増加し続ける債務残高に直面する，今日の日

本において解決されるべき，より広範な制度的

課題を象徴しているのかもしれない 25．果たし

てわが国は国民全体の，そして国民一人一人の

健康を低コストのままで追い求めていくことが

できるのだろうか．

日本の今後の課題
低コストで良好な健康水準を公平に実現して

きた日本の制度には，財政的な持続可能性・政

治ガバナンス・消費者の期待への対応という３

つの主な課題があると本特集号では述べてき

た 10, 17-20．

まず，日本にとって最大の課題は，国家の財

政状況と保健医療の財源調達をいかに図るかで

ある．医療費の多くは社会保険料によって賄わ

れているが，医療費の 4 分の 1 は政府の一般財

で，1986 年以来世界一である．死亡率低下に関

する成果については，本特集号の最初の国民の

健康状態に関する論文で検討したように，2 つの

時期に分けることができる 19．第 1 期は，第二

次世界大戦終了直後から 1960 年代中頃までで，

この間に 5 歳未満の感染症による死亡率と結核

による成人死亡率は顕著に低下した．第 2 期は，

1960 年代から現在（国民皆保険導入後）までで，

主として脳血管疾患と虚血性心疾患による成人

および高齢者の死亡率の低下が著しかった．

第 1 期における死亡率の低下は，国としては

貧しいながらも，感染症に対する公衆衛生的対

策と結核の無料治療を施したことに，ある程度

起因している。第 2 期では，塩分摂取量の低減

などの健康リスク管理を展開したことと降圧剤

の普及が主な要因と考えられる．保健医療シス

テムは，全国民に医療サービスを受ける機会を

保証するとともに，価格を規制して患者の自己

負担額を低く抑えたことにより，相乗効果を生

み出した．低コストで良好な健康水準を実現し

た日本の経験から得られる教訓は，国家の保健

医療政策においてはまず医療サービスへのアク

セスを改善し，医療費支払いによる世帯の貧困

化を予防することをまず優先課題とすべきであ

り，その後に医療サービスの効率性と質を追求

すべきであるということである 17．ただし，医

療サービスが普及する以前の 1950 年代におい

て，感染症および脳血管疾患以外の原因による

死亡率はすでに低水準にあったということから

すれば，日本人の長寿傾向については遺伝的，

あるいは生活習慣的要因も寄与していたという

ことができるだろう．

過去 20 年の間，経済状況が悪化し，1983 年

以降大多数の被保険者に対する自己負担率が引

き上げられ，さらには 1990 年代以降，所得格

差が広がり失業率も上昇したにもかかわらず，

平均寿命は延長し続けている．しかし，日本が

本当に健康的な社会を実現したのかどうかにつ

いては疑問が残る．入手可能なデータによれば，

1990 年代以降，健康寿命の伸び率が鈍化してい
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的に政府の非効率な対応につながった．放射線

リスクと原発の被害規模に関する情報公開のタ

イミングのまずさと矛盾する内容が一般国民の

混乱と大規模なパニックを生み出し，政府への

不信感を高める一因になった 29．政府委員会の

委員であった学者も，実効性に欠け，リスク評

価が不適切で，一般向けのメッセージが不明瞭

であると批判を受けたが，それはコミュニケー

ション能力の拙劣さに加えて，政府と原子力業

界との間の利益相反のためであった．災害に対

する政府の対応は，異なる省庁間の対立や競合，

原子力エネルギー政策に見られたような特定分

野における産学官の癒着などを特徴とする，日

本の政策決定の制度的仕組みがもはや時代遅れ

であることを浮き彫りにした．混乱した政府の

対応は，民主党政権下での官僚と政治家の相互

不信によってさらに悪化している．今回の災害

はまた，数十年に及ぶ自由民主党政権のもとで

進められていた原子力業界規制が，実効性を伴

わないものであったことをも露呈した 30．

最後に，今日の情報化が進みネットワーク化

される社会にあって，時々刻々と変化していく

国民の健康に対する期待や，良質なサービスに

対する需要の高まりに，日本の保健システムが

十分対応できていないことがある．こうした状

況は，いくつかの医療問題についてすでに国民

的議論を生み出している．たとえば，医薬品に

よる健康被害が報告された後，相次いで薬害訴

訟が起こり，それが医薬品および医薬材料の許

認可制度の見直しにつながった 31, 32．しかし，

新しい医薬品や医療機器，ワクチンの承認が遅

いため，医師や患者を落胆させることにもなっ

ている（パネル 2）．これらの動向は，日本の保

健システムにおける医療関係者と患者，マスメ

ディアとの間の緊張と対立が高まっていること

を示している．

日本政府は 2009 年，高齢化社会において，

経済成長・科学技術の発展・生活の質の向上を

一体的に実現するために「ライフ・イノベーショ

ン」が戦略的に重要であると認識するに至っ

源からも捻出されており，政府予算の 10％を占

めている 26．高齢化社会の進展と医療技術の進

歩に伴い医療費が年々増えていくにつれてこの

金額も増加していくため，政府は総医療費を管

理して総予算を抑制しなければならない．1991

年に日本のバブル経済が崩壊して以来，予算の

制約が厳しくなっており，日本の債務残高は国

内総生産の 2 倍にまで累積している 27．医療費

の抑制がますます困難になる一方，政府には財

源を増やす余力がない．さらに，地震・津波・

原発事故という 3 つの災害に見舞われた地域の

復興や補償のための緊急予算のために，政府に

対する財政圧力はさらに増していくことになる

（図 1）．

次に，『エコノミスト』誌によれば，わが国は「政

治制度が機能不全に陥り意気消沈している国」

である 28．最近の原発危機に対する政府の対応

の混乱ぶりは，より強力な政治のリーダーシッ

プと意思決定の透明性を高めることの必要性を

示している．2011 年 3 月 11 日の災害発生後，

政府は公的対策本部を数多く設置したが，結果

パネル 2：医薬品および医療機器の承認の遅れ
日本では，医薬品や医療機器，ワクチンなど新規の医療技術の承認および導

入は極めて遅い．1999 年から 2003 年までは，新薬が世界で初めて申請され
てから日本の市場で認可販売されるまでにおよそ 3.7 年かかっていた 33．他の
先進国における遅れに比べてこれほどまでに長い時間がかかるのは，臨床試験
実施までに必要なプロセスが長期にわたること，日本での新薬申請が遅れるこ
と，日本の規制当局による承認手続に時間がかかること，製薬会社の市場参入
意欲をそぐ厳しい価格規制のためである 34, 35．

日本への新規医療機器導入はさらに遅い．たとえば日本で承認済みの埋め込
み型人工心臓は，他国ではより新しい第二世代の装置に取って代わられている．
その結果，日本で使用されている装置は世界市場から消えており，日本の末期
心不全患者は最新の装置を利用することができない 36．

ワクチンについても同様に遅い．日本では，インフルエンザ菌 b 型と肺炎
連鎖球菌，ヒトパピローマウイルスのワクチンが最近になってようやく，他国
と比べて数年も遅れて承認された．日本ではさらに，1989 年から 2008 年の
間に 80 人が生ワクチンにより麻痺性ポリオを発症したとの政府の報告書があ
るにもかかわらず，弱毒化経口ポリオ生ワクチンを使用し続けている 37．日本
国内の会社は，厚生労働省の指導に基づき，不活化ポリオウイルスを含む混合
ワクチンの開発に努めている 38，39．

医薬品や医療機器の承認の遅れは費用抑制策の結果であるのみならず 34，構
造的問題の結果でもある．これらの承認遅延問題の一部は，規制制度の見直し，
公平な価格制度の導入，承認決定のための公式な費用対効果性の評価制度，政
府や大学病院における臨床研究能力向上によって対応できるだろう．



特集号

105

ある．これらの課題に対処するためには，日本

は保健システムの大規模な改革を実行しなけれ

ばならないと筆者らは考える．

未来に向けた改革
今日の日本では，他の多くの分野と同様に，

医療制度の改革が必要であることについては幅

広いコンセンサスが存在している。しかし何を

すべきか，いかに改革すべきかについてはさま

ざまな意見がある．我が国は，一部の利害関係

者に不利になるが社会全体のためには必要な，

難しい社会的決断を下す能力を失ったようだ．

過去 50 年間を通じて日本の保健医療が育んでき

たものを，この先も持続可能にし，かつ公平性

を確保するために，筆者らは 4 つの改革案を提

言する（パネル 3）．

第 1 は，人間の安全保障という価値観に基づ

く改革を実行することである．日本の保健シス

テムのもと国民医療費は増加し続けている．今

の日本で，保険料や税金の引き上げなどにより，

医療費の財源を増やす必要があることは間違い

ない．しかし，より本質的問題は，新しい医療

費の財源を確保する際に，いかにして負担の公

平性を確保していくか，ということである．負

担の公平性を確保できるかどうかは，正しい情

報開示に基づく日本国民の判断にかかってい

る 21．

そもそも，構造改革は国が実現しようとする

価値感を反映したものになる．欧州諸国は，そ

れぞれの価値観および政治的・歴史的事情に基

づいて今日ある形の保健医療制度を築き上げて

きた．日本の場合は，他の非西洋諸国と同様に，

官僚と政治家が既存の保健医療制度を輸入し自

国の事情に適合させてきた。いろいろな制度の

いいとこ取りをした寄せ集めで，必ずしも政策

的一貫性が確保されていたわけではなかったた

め，その質を保持し高めるための構造が欠如し

ているのである．

グローバルヘルスに関する論文にもあるとお

り 18，日本は人間の安全保障を外交政策の礎に

た 40．この政策は 2009 年に内閣で承認されたが，

生命科学・情報科学・ゲノミクスの科学的研究

を促進して，高齢化社会に影響を及ぼす各種疾

患の診断・治療を向上させるイノベーションを

目指すものである 41．筆者らは，保健医療を主

要な経済活動の一環とみなす，技術主導型・成

長志向型のこのアプローチを歓迎している 42, 43．

医師数が継続的に増加しているにもかかわら

ず，一部の専門分野，特に産科・小児科・外科

では医師が不足している 44, 45．一部の専門分野

の医師不足は，数の問題だけではなく，患者が

より高い医療の質を求めたり，医療以外の要

因，すなわち，患者個人の尊重や患者中心的な

診療を求めるなど，要求水準が変化してきてい

ることもあって複雑な問題となっている 46．医

療の質や医師に関する患者の理解はより洗練さ

れたものになってきているのに対して 47，医師

側はこれらの変化に追いついていない．リスク

の低い手術でさえ，今日の患者の多くは高次病

院の専門医による治療を求めている．救急医療

に関しては，親も総合医も，そして救急救命医

も，子どもの診察は当直担当の内科医ではなく，

あくまで小児科専門医が行うべきだと思ってい

る 48．このように要求水準が高まっているにも

関わらず，医療サービスの機能分化が不十分で

専門医の配分もニーズに合っていないために，

特に救急医療の領域では，大規模医療センター

で問題が噴出している．患者の期待する医療が

変化してきており，プライマリ・ケアを行う医

師と専門医の役割およびそのバランスを調整し

なおす必要があるのだ．

日本の現行制度は国民を他国の水準よりも健

康にしているのかもしれないが，高まる国民の

期待には対応できていないようである．日本は，

高齢化の進展，不確実性の増大，そしてグロー

バル化という今日的文脈のもとで，「健康」の意

味を考え直す必要に直面している．特に，国民

が健康に対して抱いている価値観に寄りそって，

グローバルヘルスにおける世界のリーダーとし

て整合性のある健康ビジョンを策定する必要が
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の安全保障を追求する日本の取り組みにおいて，

主要な役割を果たす，特別の意味を持っている

のである．

日本は，保健医療システムを通じて実現する

べき共通の価値観をはっきりさせることから改

革を始めなくてはならない。そして，常にその

価値観に沿って改革を進める必要がある．筆者

らは，人間の安全保障における平等こそ，日本

の保健医療政策の中核的価値観であると信じて

いる。一方，それを実現するにはすべての利害

関係者が改めてそれぞれの立場から尽力する必

要があるだろう．強制加入による社会保険制度

は堅持されるべきであるが，その一方で，保険

制度の統合および公正な保険料の設定による構

造改革は平等性を高めるために必要なステップ

となる．

戦後日本の政策決定システムの時代は終わり

を告げつつある。政策決定過程をより透明にし

て国民の価値観をより反映させる必要がある．

2010 年の調査によれば，日本の保健システムに

対する不満の大きな要因は，医療の質や利用機

会，費用に関する問題ではなく，政策決定にお

ける公正性と国民参加の欠如である（図 2）50．

この公正性および政策決定への国民参加の欠如

の背景には，政策決定過程において適切なエビ

デンスの活用が欠落しているという事実がある．

地方レベルであれ，国家レベルであれ，世界レ

ベルであれ，政策決定過程は常に政治的なもの

である。しかし，主要な政策オプション，特に

全体の状況を加味した政策を選択するには，質

の高い科学的知見やエビデンスに基づくことが

必要なのである．

構造改革の必要性についてはおおむね社会的

合意があるものの，政治的リスクを冒してまで

惰性を打破し保健システムを変革しようとする

者がいない．制度の非効率さは高度経済成長期

には許容されえたが，経済が停滞している今日

ではもはや寛容できない．さまざまな政党およ

び立場の利害関係者が個々のグループの既得権

益を超えて大胆に連携することが，日本の保健

したが，それは日本が政治・経済・社会の発展

の相互依存性を理解していたからである．これ

まで機能してきたわが国の保健医療制度は破綻

し始めており，最近の震災でも明らかなように，

現在では国内の人間の安全保障をも脅かし始め

ている．日本が直面している課題に対応するた

めには，人間の安全保障——すべての人々を危

機的かつ蔓延する脅威から守り，生存・暮らし・

尊厳のための糧を与えること 49——がこれまで以

上に重要である．そのひとつが国民皆保険制度

なのである。この目的を達成するには，このコ

ンセプトをもっと積極的に国内政策に応用する

ことが必要であると筆者らは考える．健康とは，

われわれが共有している人道上の根源的な共通

目標である。だからこそ健康は，自国民の人間

パネル 3：主要な政策提言のまとめ
1　人間の安全保障という価値観に基づく改革の実行
 ・人間の安全保障という概念を日本の国内政策に適用する．
 ・国民中心の視点から，医学教育，保健医療制度のモニタリングと分析を通

して政府の保健医療政策を再検討する．
 ・日本社会の根底にある平等を尊重する価値観を踏まえ，社会保険制度と強

制加入という基本的構造を堅持する．
 ・地方・国家・グローバルレベルでの主要な政策オプションを形成するため

に質の高い研究およびエビデンスを活用する．

2　政府と地方自治体の役割の再検討
 ・保健医療資源の配分効率および財源の持続可能性の向上についての権限・

責任を都道府県に委譲する．
 ・縦割りの省庁および機関を統合し，日本版の医学研究所，疾病対策予防セ

ンター，国立衛生研究所などを設立する．
 ・東日本大震災により被災した東北地方の保健医療制度を，人間の安全保障

に基づく将来的な改革の試金石として復興する．

3　保健医療サービスの質の向上
 ・医師の質を高めるため，専門医認定のための臨床データベースを構築する．
 ・患者中心のシームレスな医療を実現するため，総合診療を正式な専門分野

として確立する．
 ・病院の診療実績をモニタリングするために，ベンチマークのためのデータ

提出を義務化する．
 ・診療所と病院の機能分化を推進し，病診連携ネットワークを確立する．

4　グローバルヘルスへの積極的参画
 ・国内外の保健医療専門家が相互連携する機会を設ける．
 ・日本が過去 50 年にわたって蓄積してきた知見，特に国民皆保険制度，高

齢化と介護制度，健康と福祉についての知見をグローバルヘルスの文脈で
最大限活用する．
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オープンにモニタリングすることで質を高める

とともに，病院および診療所を統合して効率を

高めるべきだろう．

東北地方が現在直面している地震，津波，原

発事故という三重の災害は日本にとって，第二

次世界大戦以来最悪の人道的危機である．津波

に襲われた沿岸部の辺鄙な村は，日本で最も急

速に高齢化が進んでいる地域の 1 つである．生

存者の間では高血圧症・糖尿病の罹患率が高く，

保健人材が慢性的に不足し，質の高い医療への

アクセスが限られている 51．これらの地域では，

日本の保健システムそのものが抱える大きな問

題，すなわち，人口の高齢化，生活習慣病の増大，

質の高い医療サービスへのアクセスの欠如，そ

して保健人材の不足，が震災以降増大している．

これは，日本全体の未来を予兆するシナリオを

示している。東北地方における保健システムの

復興は，我が国の保健システムの将来的な改革

の試金石になる．東北地方の保健医療制度を立

て直すことは，日本の保健医療制度を人間の安

全保障という考え方に基づいて積極的な改革を

行う機会になると筆者らは考えている．

第 3 は，保健医療の質を改善することであ

る．医療の質を高めるための制度設計とインセ

ンティブが日本には欠けている 52．専門医認定

医療制度の構造改革を促進するために必要であ

る，と筆者らは考える．

第 2 に，政府および地方自治体のそれぞれ

の役割を見直すことである．人間の安全保障と

いう考え方は，トップダウンとボトムアップと

いう両方のアプローチによる保健システム改革

を必要とする．トップダウンに関しては，まず

政府において，権限・責任が省庁別の縦割りに

なっている状況を打破し，国民中心型の保健医

療を重視し相互連携を深めることが必要である．

改革の最大の障害は，時代遅れで凝り固まった

日本の保健医療政策の政策決定メカニズムであ

り，これまで国内外の保健医療専門家が互いに

関与する機会はほとんど与えられなかった．国

内外の保健医療政策に関して中立的で確かな分

析を行うためには，米国の疾病対策予防センター

（CDC）や国立衛生研究所（NIH)，医学研究所

（IOM)，英国の国立医療技術評価機構（NICE) の

ような機関を日本においても設立する必要があ

る．同時に，ボトムアップに関しては，地方自

治体の政策企画部門に権限を委譲し，地域の政

策的自律性を拡大すべきである．これらの改革

を設計し実行するためには，医師会・政府組織・

民間企業・市民団体といったこれまで恊働した

ことのなかった諸団体間の新たな対話と意思決

定が必要になるだろう．

現在の日本の保健医療政策は，政府が一律に

決定し，地方自治体にはほとんど裁量権がない．

しかし，地方レベルでは，市民が保健医療政策

の立案と実行に参加できるよう，都道府県が中

核的組織となるべきである．そのための第一歩

は，市民が選挙を通じて，地域保健医療システ

ムの管理・維持を公約とする政治家を選ぶこと

だろう．さらに都道府県レベルで社会保険制度

を統合すれば，各保険者間での費用分担の公平

性が改善されるだけでなく，都道府県知事の権

限も高まるだろう．都道府県知事の権限の強化

によって，医療提供体制がより厳格に管理され，

地域における保健医療資源の配分効率および機

能が改善されるだろう．医療機関の診療実績を
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ニターするためには，国の病院情報システムか

ら，病院からの提出が義務付けられている情報

を自動的にダウンロードできるようにして活用

すべきである．そうしたモニタリングによって，

医療機関の間で医療の質を高める競争が誘発さ

れるだろう．診断群別支払い制度に参加してい

る病院ではそうした報告制度が存在し，効果的

な病院のモニタリング制度を創設するための基

盤を提供している 57．主として慢性期診療を行

う小規模病院に対しては，介護施設への転換を

もっと推進すべきである．

専門家団体と病院団体は，医療の質の改善に

取り組んでいることを一般国民に示し，自らの

取り組みを透明化する用意があることを示せば，

より有利な立場で保健医療資源の増加を要求す

ることができるだろう．そうした要求は国レベ

ルでも都道府県レベルでも問題となるだろう．

第 4 は，グローバルヘルスへの積極的参画で

ある．日本にとって鍵となる戦略課題は，高齢

化社会におけるグローバルヘルスの意味を再検

討することと，日本が他国よりも多くの専門知

識を有している領域を特定することである．『ラ

ンセット』の日本特集号では，日本が過去 50 年

間に国民の健康と幸福の向上を追求する過程で

蓄積してきた，特に国民皆保険に関連する健康

および保健システムについての豊富な知見と専

門的知識を紹介してきた．健康関連のミレニア

ム開発目標（MDGs）を達成するための保健介

入の規模をさらに拡大していくにあたり，日本

の経験と専門的知識がきわめて重要なのである．

さらに，健康保険と介護制度に関する日本の経

験と知見は 10, 17, 20，高齢化社会における国民皆

保険と介護制度の構築が次の課題となる，MDG

後のグローバルヘルスの流れにとって大きな知

的財産になるだろう 2, 18．日本の財政的・実質的

な取り組みを海外開発援助を通じて拡大し深化

させていくことで，これらの財産を活用すべき

である．すなわち，震災後の喫緊の復興需要が

あるとはいえ，こうした活動を削減してはなら

ない．

制度はまだ成熟しきっておらず，制度的には依

然として医師は自分が望む専門分野を自由に標

榜し診療することができる。医療ニーズに基づ

いて国レベルで専門医の必要養成数を定めたり，

専門医として要求される経験水準を満たすため

に必要な人的・物的資源も十分確保されていな

い 17．各専門医認定学会は日本専門医制評価・

認定機構に所属しているが 53，同機構には，割

当人数を設定したり認定要件を標準化したりす

る権限はない．すべての専門医認定学会はまず，

日本胸部外科学会やいくつかの他の専門学会の

ように，専門医の必要数を設定し質を評価する

ための臨床データベースを構築することから始

めるべきである 54．

割当人数が設定されていないため，あまりに

も多くの専門医が養成される事態に至っている．

しかし，専門医としてのキャリアを継続し選択

する医師はわずかであり，残りの医師は家庭医

としての正式な研修を受けないまま総合診療に

従事している．日本では，プライマリ・ケア科

や総合診療科がある大学医学部がほとんどない

ため，総合診療は専門分野として確立していな

い．それこそが，日本の保健システムにおいて

プライマリ・ケアの継続性と総合性が不十分な

ままであることの根本的理由となっている 11．

このような医師の養成と診療のミスマッチに対

応するためには，大学医学部における教育制度

を長期的視野に立って見直す必要がある。たと

えば専門医向けの総合診療再研修プログラムを，

卒後研修教育制度に取り入れることなどが求め

られるだろう 55, 56．そうしたプログラムでは，

患者とのコミュニケーションスキル，チーム医

療のマネジメント技術，そして地域の保健アウ

トカムに対して明確な責任を果たせるように地

域医療資源を調整する技能などを重視すべきで

ある．

専門医やその他必要な医療資源を効果的に配

分するためには，医療従事者，地方自治体，市

民で構成される地域医療計画策定委員会を設置

すべきである．また，医療機関の診療の質をモ
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助けようと熱心に取り組む若者が増えている．

彼らは，革新的なソーシャルメディアを駆使し

て情報を集めては広め，プロジェクトの支持を

とりつけ，大規模な寄付運動を開始している 58．

革新的変化のリーダーに率いられた日本版の新

しい公共運動が進行しており，中央集権的な政

策決定システムから，より分権化された国民中

心のアプローチへと体制を移行させることを望

んでいる．また，この危機によって，日本では

まだ社会的団結・信頼・互恵の感覚が強く共有

されていることも明らかになった．災害救済と

全国民への保健医療提供という，人間の安全保

障的アプローチは，21 世紀の日本および世界の

礎となりうるのである．

日本は，この困難な時期にあって，世界中か

ら寛大な支援を受けてきた．今は日本が国際社

会に恩返しをする時である．日本は新たな保健

医療の制度と新技術の研究開発の場とならなく

てはならない。人間の安全保障，人道的見地に

基づく災害対応，放射線被曝の健康影響などの

状況のなかで，国民皆保険制度・公平性，健康

と長寿についての教訓を世界中から集約するべ

きであると，筆者らは提案する．『ランセット』

日本特集号が様々な障害を克服する新しい時代

を切り開き，日本の過去 50 年間の成功と課題か

らより広範な教訓を世界にむけて発信するきっ

かけになると，筆者らは信じている．
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結論
これら 4 つの改革案はすべて実行可能なのだ

ろうか．日本はそれを実行しなければならない

し，その能力があると筆者らは考えている．こ

れら 4 つの改革案はそれぞれ独立したものでは

ない．実際，これらは同時に実行しなければな

らないものである．人間の安全保障が，政府と

地方自治体の構造を改革するための統一的テー

マになるだろう．政府と地方政府の責任がより

明確になり，医療従事者の説明責任がより明確

に果たされるようになれば，一般国民は保健医

療に資源を追加配分することにもっと意欲的に

なるだろう．このような変革を可能にするため，

筆者らは，保険料をより直接的に医療提供制度

と連動させることができるよう，医療社会保険

制度を都道府県レベルで統合することを主張し

てきた 10．さらに，最初の 3 つの改革が達成さ

れれば，日本はさらに有利な立場でグローバル

ヘルスへの取り組みを拡充できるようになるだ

ろう．

2011 年 3 月の大震災が発生してからは，変

革がいっそう急を要するものになっている．筆

者らの提言は直ちに採用され，3 〜 5 年のうち

に実行されるべきものである．今は改革だけで

なく再生の時でもあるのだ．これらの課題の重

要性の大きさから見て，これまでの日本の政策

決定の特徴となってきた，「段階的改革」に頼る

ことはもはやできない．日本ではこれまで，災

難の後にしばしば大規模な変革が起こってきた

ことに留意すべきである 28．1923 年の関東大

震災後，日本は軍国主義に転換した．第二次世

界大戦で敗戦し米国に原爆を落とされた後には，

1947 年に平和憲法を採択し，平和的な経済成長

路線を採用したのである．1995 年の阪神淡路（神

戸）大震災後はきわめて内向きになった．今回

の大災害も国家の未来に大きな影響を及ぼすだ

ろう 28．これらの変化の力を建設的な方向へ導

いてやる必要があると筆者らは考える．

明るい兆しはすでにある．日本では，危機的

状況に対応して，災害に打ちひしがれた人々を
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