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ローバルな課題であり，日本にとって参考にな

る優れた事例はいくつかある．オランダの健康

保険制度は高く評価されている 4．しかし，こ

の制度は一夜にしてつくられたものではなく，

1980 年代に策定された原則に基づいて，いく

つかの政権が実施してきた一連の改革の成果で

ある．オーストラリアの医薬品給付システム

（Australian Pharmaceutical Benefits Scheme）に

は，研究統合手法と費用効果分析に基づく政策

策定の長い歴史がある 5．しかし，このような政

策策定の方法は，事実上すべての医薬品を輸入

に頼り，国内製薬会社という強力な利害関係者

が少ない国では政治的に受け入れられやすい手

法である．コクラン共同計画は，世界中の研究

者が保健医療研究に関する質の高いレビューを

行う場を提供している．コクラン共同計画は政

治的決定から意図的に切り離されており，保健

医療政策決定者にとってコクラン・レビューが

何ら明確な指針にならないことも多い．英国の

国立医療技術評価機構（NICE）（著者注）は労働

党政権が設立した．NICE は，政策策定方法の一

環として，幅広い利害関係者への意見聴取や多

分野横断型アプローチ，患者や一般国民の参画

を通じて合意形成を行なっている．米国医学研

究所（IOM）はまた別のモデルを提示している．

保健医療政策の方針の基礎となる合意形成研究

において，同研究所は利益相反を避け，あらゆ

る偏向を明らかにし，科学と実証に基づいた結

論・提言を示すために大いに努力している．

もし日本が政治的に中立で科学的根拠に基づ

く保健医療政策を策定する組織を新設するので

あれば，主に 2 つの要素が必要になるだろう．

政策を策定するための質の高い方法論（質の高

い比較研究の統合，タイムリーかつ正確な疫学

データ，決断分析，明確な手続きを伴った合意

形成・実施戦略・監視サイクルなど）と，主要

な利害関係者（専門家団体，患者団体や医療消

日本は，第二次世界大戦及び朝鮮戦争終結後

の 1955 年に 2 つの保守政党を統合することで

政治的安定を達成し，この安定を利用して経済

成長を実現してきた．その結果，社会的便益と

費用を客観的に比較考量するのではなく，税金

を山分けすることで主要な政治集団を満足させ

る相互依存体制が登場した．この体制は繁栄の

時代にはうまくいった．しかし，高齢化が急速

に進み，巨額の財政赤字を抱え，経済成長が鈍

化している今日において，日本は政策決定過程

を改革して社会全体の利益を実現していく必要

がある 1． 

科学的根拠に基づく政策手法は保健医療分野

において解決策になりうるのだろうか．答えは

部分的にはイエスである．このような政策手法

は，いくつかの要素が必要である．第 1 に，利

用可能な科学的根拠（今ある選択肢に関する最

もよく考えられ，客観的で，バランスがとれて

有用な情報）に基づいて保健医療政策を決定す

るための方向性である．それによって，科学的

根拠が存在しない場合よりも，より幅広い合意

形成が促される．第 2 に，さまざまな利害関係

者間，そして一般国民との合意形成を可能とす

る環境を整えること．第 3 に，偏向した政治あ

るいは利益団体からの不当な影響に対する防護

策を導入すること．しかし，科学的根拠に基づ

く政策手法はすべての課題を解決するものでは

なく，また，必ずしもいつも正しい答えを提示

するわけではない．それは，それは，研究資金

だけではなく，適用可能な科学的根拠，研究環境，

結果の解釈により左右される．日本のこれまで

の政策決定で科学的根拠に基づいていなかった

ものがすべて間違っていたわけではない．しか

し，科学的根拠に基づく手法を採用した方が，

保健医療政策の方向性が適切なものとなる可能

性は高い 2, 3．

いかに適切な保健医療政策を策定するかはグ
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構と，利益相反を伴わずに目的を達成する実践

的機構という 2 層構造を持つべきである．

森臨太郎，武見敬三，ハーベイ・V・ファインバーグ
一般社団法人 国際母子保健研究所，〒 166-0014 東
京都杉並区松ノ木 1-13-10（森）
公益財団法人 日本国際交流センター（武見）
米国医学研究所（IOM）（ファインバーグ）
rintaromori@gmail.com

利益相反がないことを宣言する．
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著者注：我が国においては一般的に，NICE（National 
Institute for Health and Clinical Excellence）の邦訳とし
て「国立医療技術評価機構」が用いられているため同訳
を採用したが，2004 年の公衆衛生分野への拡張による名
称変更や，NICE の業務を考慮すると，適切な訳ではない
ため，注意を促したい．

費者，政府関係者，企業など）に政策の必要性

を伝える一方で，その既得権益を政策につなが

る科学的根拠の評価から分離しておくガバナン

ス構造の 2 つである．

このような新組織は，公的資金によって運営

されていても，政府から独立しているべきであ

る．新しい組織は透明性と利益相反管理の原則

により運営され，情報の普及とコミュニケーショ

ンを重視すべきである．重要なことは，研究を

行う際の中立的立場と科学的根拠に基づくこと

を維持する一方で，課題を設定し，科学的根拠

に基づく解決の実施を進めていく際には，すべ

ての主要利害関係者を巻き込んでいくような組

織を設立することである 5． 

１つの根本的懸念として，こうした保健医療

政策分析に必要な専門性を持つ人材の不足があ

る．日本には，2009 年の時点でコクラン・レ

ビューに貢献したことのある研究者は 55 名しか

おらず，費用効果分析を施行できる医療経済学

者はほんの一握りしかいない．新しい政策諮問

機関の可能性が発揮されるには，専門能力をよ

り一層開発していく必要があるだろう．

日本が急速な高齢化，巨額の財政赤字，経済

成長の減速という未曾有の課題を克服するつも

りならば，保健医療政策の決定過程に新しい価

値観を取り込む必要がある．日本は，しかるべ

き利害関係者の見解を取り込むガバナンスを備

え，利害対立の影響を受けない，科学と根拠に

基づいた方法論が確実に取られる方針・手続き

を有する半官半民の組織を新設することで，よ

り科学的根拠に基づく保健医療政策策定を実現

することができる．この組織は，各利害関係者

の代表者が参加した監視機能を持つ評議会的機


