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2010.1.27

挨　　　拶

札幌医科大学長

今 井　浩 三

第3回の「オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム」の開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

本日は、このようにたくさんの方々にお集まりいただき、心からお礼を申し上げたいと思います。

本シンポジウムは「橋渡し研究のゴールを目指して」と題し、ちょうど3年が経過するオール北海道先進医学・医

療拠点形成プロジェクトのこれまでの取り組みについてご報告をさせていただきたいと思っております。

また、本日は帝京大学医学部名誉教授の大村昭人先生に遠くからお越しいただいております。特別講演という形

で、今後の日本を考えるときに非常に重要な、日本の高い医療技術を生かして日本の経済の活性化にもつなげる

「医療立国」をテーマにお話しいただくことになっております。よろしくお願いいたします。

さて、橋渡し研究支援推進プログラムについて申しますと、このプロジェクトは平成1 9年度にスタートいたしま

した。その中で、私どものプロジェクトは、北海道大学、旭川医科大学、そして札幌医科大学という3大学の医育機

関を持つオール北海道でやっていくというのが一つの特徴であります。

橋渡し研究とは、いろいろな研究の種を育てて、患者さんのもと（ベッドサイド）に届けることが目的です。研

究者が一生懸命研究を行い、動物実験で良い結果が出ても、患者さんに対して、ということになりますと、ここに

「死の谷」と言われる大きく深い谷が存在しています。患者さんのもとへ届けるまでには、相当な時間もかかり、手

間もかかります。今までは、これを研究者がひとりで全部やろうとし、その結果、死の谷で死んでいったわけです。

そこで患者さんのもとに届けるためには、それなりの人員や組織が必要であるということで、文部科学省がこのプ

ロジェクトを立ち上げました。それが「橋渡し研究支援推進プログラム」です。

私どものプロジェクトでは、まず第一に、重要な組織として北海道臨床開発機構（略称ＨＴＲ）を設置いたしま

した。そして機構長を北海道大学医学部の本間研一教授に、副機構長を白土
、
博樹教授にお願いし、さらに統計、ラ

イセンス、患者さんに届けるための手続き等、様々な観点からの専門家にお集まりいただきました。また、組織も

機能もこの3年間で非常に充実してまいりました。これは本間機構長のご指導のおかげと本当に心から感謝している

ところでございます。

昨今、政権交代し、事業仕分けが行われ、正直なところ心配もございましたが、国民の健康を守る、あるいは国

際競争にも勝つというような重要な課題であることから、この橋渡し研究プロジェクトは、これまでどおり実施さ

れることとなっております。

この3年間でいくつかの成果も出てきております。北海道大学医学部では、人工関節がもう少しで患者さんのもと

に届けられるところまできております。北海道医師会様の絶大なご協力を得まして、3大学協働でやらせていただい

ているところでございます。また、旭川医科大学では、エキノコックスの診断キットが新しく作られており、これも

間もなく世の中に出ることになっています。札幌医科大学では、脳梗塞に対する再生医療に大きな力を注いで取り組

んでおります。すでに1 2例の患者さんに行っており、さらに新しいステージに上ろうとしております。

この機構を中心に、橋渡し研究の成果が北海道民の多くの方々に広く行き渡りますように、今後とも努力してま

いりたいと考えております。

本日ご参加いただきました皆様の温かいご支援とご理解を賜りますよう、心からお願い申し上げます。簡単で意

を尽くせませんが、心からの感謝を込め、挨拶とさせていただきます。

Hokkaido Organization for Translational Research第3回 オール北海道先進医学・医療拠点形成シンポジウム
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北海道臨床開発機構長
北海道大学大学院医学研究科　教授

座長／　本 間　研 一

■ＨＴＲの平成２１年度活動報告

北海道臨床開発機構（ＨＴＲ）副機構長　白土
、
でござ

います。

まずは全体報告ですが、お手元のパンフレットの5～6

ページの図を見ながら聞いていただくとわかりやすい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

本日のシンポジウムは3回目となっていますが、第1回

は「北の大地から明日の医療への橋渡し」、第2回は「橋

渡し研究支援～未来への架け橋」、そして今回は「橋渡

し研究のゴールを目指して～医師主導治験の開始」と

いう、非常によいタイトルになっています。まさに私

どものプロジェクトはゴールを目指して始まったとい

うところです。

この1年間の主要な実績として、シーズの評価、選択

と集中を行いました。医師主導治験の開始が行われま

した。そして、出口戦略、ビジネスプランの検討、道

外他施設のシーズ支援を開始、北海道大学全体の理解

の促進が行われています【P P T 1】。ＨＴＲの仕事は、橋

渡し支援業務の中では、コンサルテーション、機構の

審査支援、前臨床試験、このレベルでのＰＭＤＡ・機

構の審査、前期臨床試験などを行っていますし、後期

臨床試験の統計の支援なども行っています。事業体制

についてお話ししますと、ＨＴＲに対し、現在は文部

科学省のご支援、先端医療振興財団のサポート、そし

て、札幌医大、北大大学院医学研究科、旭川医大の3大

学の支援を受けています。そして、各大学あるいは北

海道内の医療機関との関係を持っている組織です。

組織図は、まず機構長がいて、ＴＲ推進部という部

門がパンフレットの5ページに、治験管理部は6ページに

出ております。この二つの機能についてそれぞれお話

しさせていただきます【P P T 2】。

人員は現在、専任で1 2人、兼任が1 8人で、ＴＲ推進部、

治験管理部、そして事務局という形で行っております。

ほかのプロジェクトについても橋渡し研究に関する国

の事業が増えておりまして、【P P T 3】に挙げられている

ようなものは、橋渡し支援機関を使うように指示があ

る外部資金大型研究プロジェクトが増えてきています。

■ＴＲ推進部の活動報告

それではＴＲ推進部の報告をいたします。まず研究

開発推進会議についてですが、永井教授が中心となっ

て、この1年間で約6 0回開催しています。この会議体で

は、各研究者と、今後研究をどのように進めていくか

という具体的な話し合いを面談で行っています。実務

内容は、ロードマップの作成や知財の相談、リサーチ

ファンド獲得のサポートなど、さまざまなサポートを

しています。

この研究開発推進会議の上にある会議体が研究開発

戦略会議で、今年度は6回開催しました。各大学の長及

び機構長が参加しまして、どのシーズを継続するかと

いったシーズの選択と集中、あるいは新シーズの採用

といった重要なことをここで決めています。結果とし

て、これまでの1 3シーズのうち8シーズを選択し、新し

く一つのシーズを採択しました。この選択基準をつく

るのにかなりの時間を費やしまして、3大学のＴＲ推進

部の方々がウェブ会議を行い、どういう項目に何点と

いった基準をつくってきました。今回のシーズの選択

と集中は、治験を二つ行うというプロジェクトのミッ

ションがありましたので、出口に近いものを八つ選ん

だという結果になっています。【P P T 4】

そして、プロジェクトマネージャーという制度を今

年度から正式に採用しました。選んだそれぞれのシー

ズに、プロジェクトマネージャーという担当がついて、

専任でシーズのタイムキーパーとして遂行を支援して

います。

なお、札幌医大の先生、旭川医大の先生は兼任です

が、非常に積極的にこのプロジェクトに支援体制をし

いていただいています。

ＣＰＣの体制整備についても、このプロジェクトの

一つのテーマとして挙げられています。ＨＴＲとして

は、北海道大学創成研究機構にあるＣＰＣのＧＭＰ基

準適合化の整備を行いました。文書を整理し、メンテ
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ＨＴＲ活動：全体報告、
ＴＲ推進部及び治験管理部報告

白 土 博 樹

北海道臨床開発機構　副機構長

北海道大学大学院医学研究科　教授

■略歴

1 9 8 1年4月北海道大学医学部医学科卒業、同放射線科入局、1 9 8 7

- 8 8年 カナダ・ブリティッシュコロンビア大学、1 9 8 8 - 8 9年 イギ

リス・マンチェスター・クリステイ病院、2 0 0 6年 北海道大学大

学院医学研究科放射線医学分野教授、2 0 0 7年4月- 0 9年3月　同研

究科副研究科長、2007年9月 北海道臨床開発機構副機構長

『橋渡し研究のゴールを目指して一歩前進』

３年目の北海道臨床開発機構（HTR）の活動を振り返りたい。

まず、T R推進部では、３大学の臨床開発企画・管理担当者が会議を繰り返し、シーズの選択と集中

の基準となる「シーズ評価及び優先順位化基準」を作成した。基盤となる「オール北海道先進医学・医

療拠点形成」プロジェクトがあと２年で２つの医師主導治験を目標としていることから、今回は出口

に近いシーズに高得点を与えた結果、８シーズが残った。他に北海道外からの研究者からの支援希望が

あり、この１シーズを採用し、支援対象とした。H T R専任者をそれぞれにプロジェクトマネージャー

として配置し、各シーズの段階に応じた支援を強化した。その結果、H T Rが支援してきた１シーズの

ライセンスアウトが決まった。残りのシーズも、前進のサインがあればいつでも支援を再開できる。

そして、治験管理部では、ついに平成２１年１２月から、H T Rが支援する一つ目の医師主導臨床試

験が開始された。三浪明男教授による「新規人工手関節の開発と臨床応用」である。薬事担当者とデ

ータマネージャーと生物統計家らが膨大な量の手順書を作成し、２病院の治験担当部署や医師との折

衝・支援を行った。一般的な企業治験とは異なった価値観を有する医師主導治験で、北海道の優れた

シーズを臨床に橋渡しできるプロセスに携わることができ、スタッフ一同わくわくしているところで

ある。他にも１シーズのPMDA相談支援がなされた。

機構長と３大学学長・医学研究科長を中心に、H T Rの自立に向けた筋道に関する検討が行われた。

ネットワークを治験基盤として捉える株式会社化は身軽さがある一方でステークホルダーとの関係が

医師主導治験の本質にそぐわない点と初期の３－５年を乗り切ることの難しさが浮き彫りになった。

大学の中に置くと、委託業務を受けることの困難さがある一方で、学部生や大学院生への生物統計学

や橋渡し研究の重要性に関する教育が可能であり、本質的な部分では間違った方向には行きにくいと

いう意見が多かった。非営利法人化はその中間的な位置にあり、解決策の切り札とも断定できなかっ

た。橋渡し研究には時間がかかる。H T Rが最も効率的な支援を行うために、多くの方に智恵を絞って

頂き、次の５年間の姿が見えつつある。

H T Rはまだ港を離れて湾の中を進んでいる船に等しいが、迫り来る大海の荒波を見据えながら、少

しずつ前進していることを実感できた一年であった。

、
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北海道臨床開発機構長
北海道大学大学院医学研究科　教授

座長／　本 間　研 一

■ＨＴＲの平成２１年度活動報告

北海道臨床開発機構（ＨＴＲ）副機構長　白土
、
でござ

います。

まずは全体報告ですが、お手元のパンフレットの5～6

ページの図を見ながら聞いていただくとわかりやすい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

本日のシンポジウムは3回目となっていますが、第1回

は「北の大地から明日の医療への橋渡し」、第2回は「橋

渡し研究支援～未来への架け橋」、そして今回は「橋渡

し研究のゴールを目指して～医師主導治験の開始」と
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治験管理部、そして事務局という形で行っております。
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■ＴＲ推進部の活動報告

それではＴＲ推進部の報告をいたします。まず研究
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そして、プロジェクトマネージャーという制度を今

年度から正式に採用しました。選んだそれぞれのシー

ズに、プロジェクトマネージャーという担当がついて、
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一つのテーマとして挙げられています。ＨＴＲとして
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準適合化の整備を行いました。文書を整理し、メンテ
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ＨＴＲ活動：全体報告、
ＴＲ推進部及び治験管理部報告

白 土 博 樹

北海道臨床開発機構　副機構長

北海道大学大学院医学研究科　教授
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いう意見が多かった。非営利法人化はその中間的な位置にあり、解決策の切り札とも断定できなかっ
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る日が近いと思います。

医師主導治験の実施体制構築については、標準手順

書を2 7本作成しています。スタッフは、統計担当が1名、

プロジェクト本数に応じて増員する予定ですがデータ

マネージャーが現在1名、薬事担当が1名です。今年度は、

データセンターの部屋の確保などを行いました。定期

的に治験管理部会が開催されていて着々と仕事が進ん

でいます。

大変多くの手順書をつくらなくてはＧＭＰ基準を通

らず、今まではこれを一人の医者がやらなくてはいけ

ない状況だったのが、このような支援を得ることで、

三浪教授のシーズが世に出ようとしているところです。

その準備に関しては、【P P T 7】に挙げるような支援が行

われ、1 0月2 9日に治験届を提出しています。詳しい説明

は後ほど佐藤教授がお話しされると思います。

■出口を見据えたこれからのＨＴＲ

出口を見据えた戦略的・積極的運営を目指し、本間

機構長の指導のもと、データセンターの設立・運営が

行われました。セキュリティーがしっかりした部屋を

つくり、受入手順もコンサルト系と実務系に分けてい

ます。実務系とは、治験をサポートするような業務に

なりますが、コンサルト系であれば、例えば統計を少

し教えてくださいというようなサポートを行っていま

す【P P T 8】。大型プロジェクトでも、ここの支援を受け

るために、最初の段階でＨＴＲに対する委託金を予算

化するような形での申請書が増えてきています。ＨＴ

Ｒもそれに対して根拠のある対応表をつくろうとして

いるところです。

ビジネスプランの策案や複数の外部資金の導入の検

討については、今お話ししたような活動を通して、自

立可能なアカデミックな橋渡し研究支援拠点へ成長し

たいと考えております。

今後の体制については、3大学の病院長を加えた協議

体制を強化していく、そして全国的な橋渡し研究支援

を可能とする事務体制へ変えていく、そして北海道大

学ではこれまで医学研究科が中心となって推進してき

ましたが、北海道大学全体の支援を得て名実ともに3大

学が共同で進める体制へ持っていく、という方向性を

模索しているところです。

今後の対応ですが、ＨＴＲの自立に向けた取り組み

をさらに進めます。データセンター業務は、今までな

かった非常に重要な部分ですので、さらに拡充してい

きたいと考えています。そのための手順書のさらなる

整備、スタッフの強化も行っていく予定です。

医師主導治験の推進は、二つのうち一つが始まりま

したが、もう一つについても推進していきたいと考え

ていますし、シーズの選択と集中、育成及び新シーズ

の採用は、今回作ったシステムをうまく利用していき

たいと思っています。さらに道内医療機関とのネット

ワーク事業の拡充と治験推進基盤の構築を行いたいと

思っております。
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ナンスの維持管理の役目を担いました。その成果とし

て、札幌医科大学のＣＰＣの新設に少しは貢献できた

のかなと思います。3月完成予定の札幌医科大学のＣＰ

Ｃで、研究が進む予定です。

そのほかＴＲ推進部では、シーズ研究者に対して共

同研究開発する企業を紹介するというサポートを行っ

ており、今回、医療機器、体外診断薬、再生医療、免

疫治療に関してそれぞれ、あるメーカーが興味を示し

ていただくという橋渡し支援をしています。また、研

究のスピードアップやファンドの獲得などにも力を発

揮していて、大型資金の獲得には北海道臨床開発機構

を使うという研究者が道外でも増えてきているという

状況です。

知財・契約関係については、3大学それぞれに知財が

ありますから、ＨＴＲとしては、知財情報の管理を行

うことにいたしました。しかしながら、シーズに関し

ての詳細な先行技術調査や企業調査などはＨＴＲの方

で専門知識を生かして行っています。また、シーズ研

究の契約に関しては、対価をいただくことについて3大

学から内諾を得ていまして、今後の自立に向けた一助

にしたいと思っています。

道内医療機関のネットワーク構築というのが、ＨＴ

Ｒのもう一つの特徴です。現在、道内には6 0 0余の医療

機関がありますが、既に少なくも2 7 0の医療機関に医師

が訪問を行い、そのうち2 1 0機関がネットワークに登録

して下さっています。今後、ネットワークを生かして

いろいろな治験をサポートしたり、医師主導治験をサ

ポートしていきたいと思っています。このネットワー

クは、「北海道ＭＥＤＩＣＡＬアリーナ」という名称で、

シンポジウムや学会の情報配信サービスを行っていま

す。今日のこのシンポジウムも、ウェブで全道の登録

機関に配信されています。このような形でこの橋渡し

研究を、全国あるいは世界に発信していきたいと考え

ています。もし皆さんの中でこのシステムを使って橋

渡し研究に関係するシンポジウムを開催したいという

希望がございましたらサポートすることも可能です。

広報活動に関しましては、広報に関するいろいろな

ツール、例えばこのようなパンフレットをつくること

でプロジェクト全体の価値を上げていますし、英語の

ホームページもできていますので、世界にも発信でき

る体制になっています。

■治験管理部の活動報告

次に、治験管理部の報告をさせていただきます。コ

ンサルティング業務としては、試験のデザインの立案

を2件、生物統計を1 3件、それから実務の支援としては、

登録センターで3件の治験の支援、データマネジメント

で3件、そのほか薬事関係で3件の支援を行っています。

【P P T 5】

選択した八つシーズに対して本格支援を開始してお

り、【P P T 6】に挙げているような治験前後のいろいろな

支援を治験管理部が行っています。ＣＲＣ業務、モニ

タリング、監査なども、治験管理部が管理の中心にな

っています。

スーパー特区が全国で2 4件採択されていますが、その

なかの幾つかがＨＴＲを使おうとしています。また、

ＰＭＤＡとの相談業務が増えてきています。今回、北

大T R 0 2、三浪教授の新規人工手関節のシーズが、去年3

月に事前相談、7月に本相談を行って、治験開始につな

がりました。もう一つT R 0 6の金マーカーに関しても、

スーパー特区の相談として申請前相談が行われていて、

本相談が3月3日に行われ、恐らく治験なしで世の中に出
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ない状況だったのが、このような支援を得ることで、
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その準備に関しては、【P P T 7】に挙げるような支援が行

われ、1 0月2 9日に治験届を提出しています。詳しい説明

は後ほど佐藤教授がお話しされると思います。

■出口を見据えたこれからのＨＴＲ

出口を見据えた戦略的・積極的運営を目指し、本間

機構長の指導のもと、データセンターの設立・運営が

行われました。セキュリティーがしっかりした部屋を

つくり、受入手順もコンサルト系と実務系に分けてい

ます。実務系とは、治験をサポートするような業務に

なりますが、コンサルト系であれば、例えば統計を少

し教えてくださいというようなサポートを行っていま

す【P P T 8】。大型プロジェクトでも、ここの支援を受け

るために、最初の段階でＨＴＲに対する委託金を予算

化するような形での申請書が増えてきています。ＨＴ

Ｒもそれに対して根拠のある対応表をつくろうとして

いるところです。

ビジネスプランの策案や複数の外部資金の導入の検
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模索しているところです。
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医師主導治験の推進は、二つのうち一つが始まりま

したが、もう一つについても推進していきたいと考え

ていますし、シーズの選択と集中、育成及び新シーズ

の採用は、今回作ったシステムをうまく利用していき

たいと思っています。さらに道内医療機関とのネット

ワーク事業の拡充と治験推進基盤の構築を行いたいと

思っております。
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ナンスの維持管理の役目を担いました。その成果とし
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Ｒのもう一つの特徴です。現在、道内には6 0 0余の医療

機関がありますが、既に少なくも2 7 0の医療機関に医師

が訪問を行い、そのうち2 1 0機関がネットワークに登録

して下さっています。今後、ネットワークを生かして

いろいろな治験をサポートしたり、医師主導治験をサ

ポートしていきたいと思っています。このネットワー

クは、「北海道ＭＥＤＩＣＡＬアリーナ」という名称で、

シンポジウムや学会の情報配信サービスを行っていま

す。今日のこのシンポジウムも、ウェブで全道の登録

機関に配信されています。このような形でこの橋渡し

研究を、全国あるいは世界に発信していきたいと考え

ています。もし皆さんの中でこのシステムを使って橋

渡し研究に関係するシンポジウムを開催したいという

希望がございましたらサポートすることも可能です。

広報活動に関しましては、広報に関するいろいろな

ツール、例えばこのようなパンフレットをつくること

でプロジェクト全体の価値を上げていますし、英語の

ホームページもできていますので、世界にも発信でき

る体制になっています。

■治験管理部の活動報告

次に、治験管理部の報告をさせていただきます。コ

ンサルティング業務としては、試験のデザインの立案

を2件、生物統計を1 3件、それから実務の支援としては、

登録センターで3件の治験の支援、データマネジメント

で3件、そのほか薬事関係で3件の支援を行っています。

【P P T 5】

選択した八つシーズに対して本格支援を開始してお

り、【P P T 6】に挙げているような治験前後のいろいろな

支援を治験管理部が行っています。ＣＲＣ業務、モニ

タリング、監査なども、治験管理部が管理の中心にな

っています。

スーパー特区が全国で2 4件採択されていますが、その

なかの幾つかがＨＴＲを使おうとしています。また、

ＰＭＤＡとの相談業務が増えてきています。今回、北

大T R 0 2、三浪教授の新規人工手関節のシーズが、去年3

月に事前相談、7月に本相談を行って、治験開始につな

がりました。もう一つT R 0 6の金マーカーに関しても、

スーパー特区の相談として申請前相談が行われていて、

本相談が3月3日に行われ、恐らく治験なしで世の中に出
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シーズ研究の進捗報告及び
「シーズの選択と集中」について

永 井 　 榮 一

北海道臨床開発機構　ＴＲ推進部　特任教授

■略歴

1 9 7 3年千葉大学大学院薬学研究科修了、同年4月第一製薬株式会

社研究所入社、臨床開発部・医薬マーケティング部、開発企画

部・国際学術情報部、アジア開発部を担当し、サノフィパスツー

ル第一三共ワクチン株式会社の開発部長を歴任後、2 0 0 8年2月か

ら北海道臨床開発機構特任教授

北海道臨床開発機構（Hokkaido Organization for Translational Research，H T R）の研究シ

ーズは札医大、北大、旭医大の３大学のシーズを中心に構成されており、H T Rの発足当初は１６シー

ズあったが、平成２０年度は１３シーズに、さらに平成２１年度は「選択と集中」をして８シーズに

絞り込んで「優先順位化」を行った。

このシーズの「選択と集中」の「優先順位化」は３大学の目利き、薬事担当者、知財担当者等によ

る「ワーキンググループ」で検討し、「研究開発戦略会議」で評価し決定した。シーズの評価・優先順

位化はこれらの会議で評価基準を策定し、スコア化して実施している。

平成２１年度は絞り込んだ８シ－ズの他に新規に採用した３大学以外の１シーズを加えた９シーズ

について目利きを中心に安全性・品質担当、知財・連携担当、生物統計担当、データマネジメント担

当、薬事担当等で推進している。

９シーズの一覧は以下の通りである。

９シーズの研究ステージ別進捗状況は①非臨床研究ステージ：３シーズ、②臨床研究ステージ：４シ

ーズ、③医師主導治験ステージ：１シーズ、④申請準備：１シーズである。実用化に向けて着実に進

めていきたい。

【PPT1】

【PPT2】

【PPT3】

【PPT4】

【PPT5】

【PPT6】

【PPT7】

【PPT8】
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札医大TR０１

札医大TR０２

札医大TR０４

札医大TR０５

北　大TR０２

北　大TR０６

北　大TR０８

旭医大TR０２

浜医大TR０１

脳梗塞後の骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与による再生医療治療効果向上のための技術開発

エピジェネティクスを標的としたがんの診断及び治療法に関する臨床研究

ヒト癌ワクチン実用化の臨床研究

血漿プロテオミクスによるGVHD診断標的の同定と臨床応用

新規人工手関節の開発と臨床応用

画像融合放射線治療技術の開発

高機能高分子ゲルを用いた関節軟骨自然再生誘導法の開発

エキノコックス症の新規診断キットの開発

低侵襲手術支援システムの実用化開発と臨床研究

No. テ　ー　マ　名
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北海道臨床開発機構長
北海道大学大学院医学研究科　教授

座長／　本 間　研 一

用などがあります。臨床研究も1 2例行いまして効いてお

ります。現在、中間解析をしてまとめているところ

です。

今後は医師主導の治験として、フェーズⅠ/Ⅱのオー

プントライアルですが、ヒストリカルコントロールを

設けまして、それとの比較でやる予定です。これは生

物製剤なのでやはり確認申請が必要なため、確認申請

に時間がかかるということです。

②次に二つ目として札医大の豊田先生ですが、エピ

ジェネティクスを標的としたがんの診断及び治療法に

関する臨床研究です。これはがんの早期発見及びリス

ク予測のためのマーカーとしてやって、診断薬として

市販化することが目的です。便とか胃の洗浄液、膵液

などからD N Aのメチル化を指標とした大腸がんと胃が

ん、膵がんを検出するシステム、体外診断薬としての

開発を行うというものです。

非臨床試験の成績がありまして、便におけるメチル

化検出です。ＳＦＲＰ１とか、これらの異常メチル化

の検出によって大腸がんの診断が可能であることを明

らかにしましたし、同じように、胃がんでもメチル化

を検出することによって胃がんの診断が可能であり、

膵がんに関しても同じように行っています。このよう

に三つの癌腫を中心に行っていまして、今現在では胃

がんの臨床研究(粘膜下組織を使用)を実施中で、検体を

収集して、さらに大腸がんにも波及させるということ

です。

③それからがんワクチンということで、佐藤昇志先

生のシーズです。サバイビン2Ｂのペプチドワクチンで

すが、これを用いてリポソームに包埋したサバイビン2

Ｂを用いてがん治療を行うことが目的です。

今まではここにありますように、サバイビン2Ｂと不

完全フロイントアジュバントのモンタナイドで、さら

にインターフェロンαの併用療法で行ってきました。

今後はリポソームに包埋したがんワクチン、サバイビ

ン2Ｂでやっていくということです。従来行ってきた成

果として臨床研究の成績があります。それから非臨床

のサバイビン2Ｂそのものの安全性のデータがあります。

この毒性は認められていないということです。

今後はＨＬＡ- 2 4陽性患者で、かつサバイビン陽性の

膵がんの患者さんを中心に行っていきます。あとは大

腸がんなどの癌腫でも行っていきます。今後一番問題

なのは、これからリポソームの物性化学(ＣＭＣ)という

のは、物性とか製造をきちんとすることと、最終製剤

のＧＬＰ、ＧＭＰの合成を行っていくということです。

それをもとに、もちろんＧＬＰの安全性動物実験を行

っていくことと、やはり企業との協働、コラボレーシ

ョンが重要な問題なので、これを進めていきます。

今までやられていたサバイビン2Ｂとモンタナイド、

インターフェロンとの併用の臨床試験の成績ですが、

ペプチド単独、サバイビン2Ｂだけの成績ももちろん行

っていまして、それに対して有害事象はほとんどグレ

ード２以下で問題はありません。単独でも効果が認め

られておりまして、さらにモンタナイドとインターフ

ェロンを併用して、消化器がん1 4例に対して投与し、大

腸がんの場合は8分の5例で効いているということです。

それから、膵がんの場合は3分の3で、いずれもきれいな

ＳＤ(Stable Disease)がみられています。特に膵がんの場

合は、1例で生存期間が4年以上というすばらしい成績も

出ています。

またこれをさらに進めていくわけですが、今後は併

用療法ではなく、サバイビン2Ｂとしてはとてもいいこ

とがわかったので、リポソームに包埋して行っていく

ということです。

④次は小海先生のシーズで、血漿プロテオミクスに

よるＧＶＨＤの診断標的の同定と臨床応用です。

これが、白血病の治療で造血幹細胞移植の後におこ

る、重篤な疾患である移植片対宿主病(graft versus host

d i s e a s e :ＧＶＨＤ)ですが、死に至ることもあるので、Ｇ

ＶＨＤに対して早期診断を可能とするため、こういう

ケモカイン分子を同定して臨床を行う。これも体外診

断薬になるわけです。その測定系を先生が確立しまし

て、国内企業が製造して、一昨年の1 2月に研究試薬とし

て発売しています。そのときのデータとしては、いろ

いろアッセイ試験をやってＣＣＬ8を検出する系、それ

が血漿中で5 0 p g / m l以上で全例がＧＶＨＤだということ

がはっきりしました。これはＥＬＩＳＡの成績をもと

にやっています。

ただ日本では患者さんが少なく海外の方が市場は大
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■シーズの「選択と集中」と「優先順位化」

北海道臨床開発機構ＴＲ推進部特任教授　永井でご

ざいます。これから北海道臨床開発機構（ＨＴＲ）が

行ってきた、「シーズの選択と集中」について、また評

価基準をつくった「シーズの優先順位化」についてお

話をさせていただきます。それから選択した9シーズの

現況報告についてもお話ししたいと思います。

ＨＴＲが立ち上がった平成1 9年時には3大学で1 6シー

ズありましたが、平成2 0年度には1 3シーズになり、平成

2 1年度、昨年の秋に選択と集中を行い8シーズにしまし

た。また、新しいシーズを一つ採択して、現在はtotal 9

シーズがありまして、これらのシーズについて推進、

支援をしていくということで取り組んでいるところで

す。【P P T 1】【P P T 2】

シーズ研究は、ここにあります主に二つの会議体で

シーズの研究の推進と評価を行います【P P T 3】。研究開

発戦略会議では、シーズの評価と選択、シーズの発掘

と採択について、これらのメンバーで実際に会議を開

いて決定し、進めています。その研究開発戦略会議の

下部組織にワーキンググループがありまして、そこで

評価基準のドラフトをつくり、それを研究開発戦略会

議に上げて決めております。

シーズの評価、優先順位化の基準ということで検討

してつくったものがこちらです【P P T 4】。ここにありま

すように、「医療上の意義」、「商品価値」などそれぞれ

にファクターがあります。それから「開発承認取得難

易度」、「知財関係」ですね。それから「研究基盤」につ

いて、スタッフの状況とか資金の状況も研究を進める

にあたっては大切なことなので、そのあたりの問題を

明確にします。それから「治験開始可能時期」という

ことがとても大切で、late stageのシーズはスコアが高く、

評価が大きくなるようにしております。また進捗状況

も含めてこれらをあわせて評価し、スコア化して優先

順位化いたします。

新シーズに関しては1シーズ、浜松医科大学の山本先

生のシーズを採択しＨＴＲのシーズとして認定してお

ります。

これらの9シーズに対しては、プロジェクトマネージ

ャー(ＰＭ)制をしいて、それぞれのシーズに対して二、

三人の方にＰＭになっていただいて、進捗管理と研究

の推進を図り支援をすることにしております。

次にシーズの現況報告です。

■支援シーズの現況報告

①最初に札医大の本望先生のシーズですが、脳梗塞

後の骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与による再生医療治

療効果向上のための技術開発です。

まず脳梗塞の患者本人の骨髄幹細胞を本人の血清を

用いて体外で培養しまして、その細胞1×1 08ケを患者さ

んに静脈内投与して脳梗塞の治療をするというもので

す。この実用化ということで細胞治療による再生医療

ですが、今までの到達点としましては試験物製造に向

けた技術の確立として、細胞培養センター (C e l l

Processing Center：ＣＰＣ)をＧＭＰに準拠してできるよ

うにやっております。まず北大のＣＰＣ施設をＧＭＰ

化して、札医大のＣＰＣが3月に完成予定ということな

ので、こちらの施設を使って取り組むということです。

それから臨床研究の実施については、今まで1 2症例やっ

ておりましていい成績が出ており、先進医療及び治験

の準備を開始したということです。

今までのデータとしては、非臨床の方ですが、有効

性としては神経細胞のアストロサイトへの分化がみら

れていますし、脳梗塞モデルのラットで有効性がみら

れています。それから毒性に関しましては動物では死

亡例はなく、現段階では特に問題はありません。メカ

ニズムとしては、神経栄養や抗うつ作用、血管新生作

基 調 講 演 橋渡し研究の活動報告
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北海道臨床開発機構長
北海道大学大学院医学研究科　教授

座長／　本 間　研 一

用などがあります。臨床研究も1 2例行いまして効いてお

ります。現在、中間解析をしてまとめているところ

です。

今後は医師主導の治験として、フェーズⅠ/Ⅱのオー

プントライアルですが、ヒストリカルコントロールを

設けまして、それとの比較でやる予定です。これは生

物製剤なのでやはり確認申請が必要なため、確認申請

に時間がかかるということです。

②次に二つ目として札医大の豊田先生ですが、エピ

ジェネティクスを標的としたがんの診断及び治療法に

関する臨床研究です。これはがんの早期発見及びリス

ク予測のためのマーカーとしてやって、診断薬として

市販化することが目的です。便とか胃の洗浄液、膵液

などからD N Aのメチル化を指標とした大腸がんと胃が

ん、膵がんを検出するシステム、体外診断薬としての

開発を行うというものです。

非臨床試験の成績がありまして、便におけるメチル

化検出です。ＳＦＲＰ１とか、これらの異常メチル化

の検出によって大腸がんの診断が可能であることを明

らかにしましたし、同じように、胃がんでもメチル化

を検出することによって胃がんの診断が可能であり、

膵がんに関しても同じように行っています。このよう

に三つの癌腫を中心に行っていまして、今現在では胃

がんの臨床研究(粘膜下組織を使用)を実施中で、検体を

収集して、さらに大腸がんにも波及させるということ

です。

③それからがんワクチンということで、佐藤昇志先

生のシーズです。サバイビン2Ｂのペプチドワクチンで

すが、これを用いてリポソームに包埋したサバイビン2

Ｂを用いてがん治療を行うことが目的です。

今まではここにありますように、サバイビン2Ｂと不

完全フロイントアジュバントのモンタナイドで、さら

にインターフェロンαの併用療法で行ってきました。

今後はリポソームに包埋したがんワクチン、サバイビ

ン2Ｂでやっていくということです。従来行ってきた成

果として臨床研究の成績があります。それから非臨床

のサバイビン2Ｂそのものの安全性のデータがあります。

この毒性は認められていないということです。

今後はＨＬＡ- 2 4陽性患者で、かつサバイビン陽性の

膵がんの患者さんを中心に行っていきます。あとは大

腸がんなどの癌腫でも行っていきます。今後一番問題

なのは、これからリポソームの物性化学(ＣＭＣ)という

のは、物性とか製造をきちんとすることと、最終製剤

のＧＬＰ、ＧＭＰの合成を行っていくということです。

それをもとに、もちろんＧＬＰの安全性動物実験を行

っていくことと、やはり企業との協働、コラボレーシ

ョンが重要な問題なので、これを進めていきます。

今までやられていたサバイビン2Ｂとモンタナイド、

インターフェロンとの併用の臨床試験の成績ですが、

ペプチド単独、サバイビン2Ｂだけの成績ももちろん行

っていまして、それに対して有害事象はほとんどグレ

ード２以下で問題はありません。単独でも効果が認め

られておりまして、さらにモンタナイドとインターフ

ェロンを併用して、消化器がん1 4例に対して投与し、大

腸がんの場合は8分の5例で効いているということです。

それから、膵がんの場合は3分の3で、いずれもきれいな

ＳＤ(Stable Disease)がみられています。特に膵がんの場

合は、1例で生存期間が4年以上というすばらしい成績も

出ています。

またこれをさらに進めていくわけですが、今後は併

用療法ではなく、サバイビン2Ｂとしてはとてもいいこ

とがわかったので、リポソームに包埋して行っていく

ということです。

④次は小海先生のシーズで、血漿プロテオミクスに

よるＧＶＨＤの診断標的の同定と臨床応用です。

これが、白血病の治療で造血幹細胞移植の後におこ

る、重篤な疾患である移植片対宿主病(graft versus host

d i s e a s e :ＧＶＨＤ)ですが、死に至ることもあるので、Ｇ

ＶＨＤに対して早期診断を可能とするため、こういう

ケモカイン分子を同定して臨床を行う。これも体外診

断薬になるわけです。その測定系を先生が確立しまし

て、国内企業が製造して、一昨年の1 2月に研究試薬とし

て発売しています。そのときのデータとしては、いろ

いろアッセイ試験をやってＣＣＬ8を検出する系、それ

が血漿中で5 0 p g / m l以上で全例がＧＶＨＤだということ

がはっきりしました。これはＥＬＩＳＡの成績をもと

にやっています。

ただ日本では患者さんが少なく海外の方が市場は大
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■シーズの「選択と集中」と「優先順位化」

北海道臨床開発機構ＴＲ推進部特任教授　永井でご

ざいます。これから北海道臨床開発機構（ＨＴＲ）が

行ってきた、「シーズの選択と集中」について、また評

価基準をつくった「シーズの優先順位化」についてお
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発戦略会議では、シーズの評価と選択、シーズの発掘

と採択について、これらのメンバーで実際に会議を開

いて決定し、進めています。その研究開発戦略会議の

下部組織にワーキンググループがありまして、そこで

評価基準のドラフトをつくり、それを研究開発戦略会

議に上げて決めております。

シーズの評価、優先順位化の基準ということで検討

してつくったものがこちらです【P P T 4】。ここにありま

すように、「医療上の意義」、「商品価値」などそれぞれ

にファクターがあります。それから「開発承認取得難

易度」、「知財関係」ですね。それから「研究基盤」につ

いて、スタッフの状況とか資金の状況も研究を進める

にあたっては大切なことなので、そのあたりの問題を

明確にします。それから「治験開始可能時期」という

ことがとても大切で、late stageのシーズはスコアが高く、

評価が大きくなるようにしております。また進捗状況

も含めてこれらをあわせて評価し、スコア化して優先

順位化いたします。

新シーズに関しては1シーズ、浜松医科大学の山本先

生のシーズを採択しＨＴＲのシーズとして認定してお

ります。

これらの9シーズに対しては、プロジェクトマネージ

ャー(ＰＭ)制をしいて、それぞれのシーズに対して二、

三人の方にＰＭになっていただいて、進捗管理と研究

の推進を図り支援をすることにしております。

次にシーズの現況報告です。

■支援シーズの現況報告

①最初に札医大の本望先生のシーズですが、脳梗塞

後の骨髄間葉系幹細胞の静脈内投与による再生医療治

療効果向上のための技術開発です。

まず脳梗塞の患者本人の骨髄幹細胞を本人の血清を

用いて体外で培養しまして、その細胞1×1 08ケを患者さ

んに静脈内投与して脳梗塞の治療をするというもので

す。この実用化ということで細胞治療による再生医療

ですが、今までの到達点としましては試験物製造に向

けた技術の確立として、細胞培養センター (C e l l

Processing Center：ＣＰＣ)をＧＭＰに準拠してできるよ

うにやっております。まず北大のＣＰＣ施設をＧＭＰ

化して、札医大のＣＰＣが3月に完成予定ということな

ので、こちらの施設を使って取り組むということです。

それから臨床研究の実施については、今まで1 2症例やっ

ておりましていい成績が出ており、先進医療及び治験

の準備を開始したということです。

今までのデータとしては、非臨床の方ですが、有効

性としては神経細胞のアストロサイトへの分化がみら

れていますし、脳梗塞モデルのラットで有効性がみら

れています。それから毒性に関しましては動物では死

亡例はなく、現段階では特に問題はありません。メカ

ニズムとしては、神経栄養や抗うつ作用、血管新生作
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ア展開を視野に入れつつ、ＨＴＲも入って今後の戦略

を練っているところです。

これが測定キットで、陽性の場合はここにバンドが

出てきます。検体(血液)と試験液をまぜて滴下すると5

分から1 0分ぐらいで結果が出てきますので、迅速な診断

が可能です。

⑨最後に、浜松医科大学の「低侵襲手術支援システ

ムの実用化開発と臨床研究」です。

現在は内視鏡手術のナビゲーターと立体視可能な手

術用の硬性内視鏡をさらに発展させ、新たな低侵襲手

術の支援システムを開発して実用化するということで、

主に内視鏡手術ナビゲーター、手術用の顕微鏡感覚で

使用できる立体内視鏡の開発、内視鏡手術用の吸引管

型の超音波探索子の三つの項目で行っていきます。こ

れはまだ1 0月にH T Rのシーズとして採用されて始めたの

でこれから本格的に支援していきます。今後はＰＭＤ

Ａ相談とか非臨床試験の評価、データの信頼性保障な

どを中心に、ＨＴＲが支援していきます。

これが三つあるうちの一つ目の内視鏡手術ナビゲー

ターです。これは副鼻腔炎、蓄膿の手術に対するもの

で、精密ヒトモデルの模擬手術と臨床例で有用性を確

認しております。そしてＰＭＤＡ相談も今後さらに行

っていきます。これが患者の動きに追従し、内視鏡観

察画面の中心位置を示す内視鏡手術ナビゲーターです。

それから立体内視鏡と吸引管型超音波探索子です。

立体内視鏡は眼鏡なしで立体視しながら手術可能とい

うものですし、吸引管型超音波探索子は吸引管型の超

音波プローブに標識器をつけてナビゲーターで先端位

置の表示を可能にするというもので、大きくはこの三

つでやっていくということです。

以上9シーズの説明をさせていただきました。この9シ

ーズの進行のステージですが、非臨床研究は三つあり

まして、臨床研究としては四つあります。一つは医師

主導の治験に入りました。また一つは申請間近でＰＭ

ＤＡ相談などもやっております。以上、ＨＴＲが支援

させていただいている研究の進捗状況についてお話を

させていただきました。ありがとうございました。
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きいので、欧米を中心とした海外の企業にライセンス

アウトして企業主導の治験を行うという方向でやって

いるところです。

⑤次は北大のシーズで三浪先生の新規人工手関節の

開発と臨床応用です。

これに関しては既に先ほどもお話がありましたよう

に医師主導試験を開始するということで、その準備に

ＨＴＲがかなり支援させていただきながら試験を開始

しました。昨年1 0月2 9日には治験届けを出して受理され

て、1例目の症例が近々入るということで、詳細はこれ

から発表していただく佐藤先生にお願いしますので話

はこの程度にします。

⑥次に白土
、
先生の画像誘導放射線治療用システムです。

これは「動体追跡治療用体内留置用の金マーカーの開

発」で、前立腺がんを対象にしてやっていくというこ

とです。ここにありますように、動体追跡放射線治療

を複雑な臓器に強度変調放射線治療で治療が可能な画

像融合放射線治療技術の開発に着手し、金マーカーの

刺入キットの製作を行って、これを今まで非臨床試験、

特に安全性試験を中心にやっておりますので、これら

のデータをまとめて申請し、承認をとりたいというこ

とで、今、ＰＭＤＡの申請前相談をＨＴＲが中心に行

っています。今まで4回ほど事前相談を行い、対面助言、

即ち本相談を3月に行っていきます。これが今年中に市

場化できる可能性も出てきました。

⑦次に高機能高分子ゲルを用いた関節軟骨の自然再

生誘導法の開発ということで、安田先生、北村先生の

シーズです。

ここにありますように、合成高分子材料のＰＡＭＰ

Ｓ／ＰＤＭＡＡダブルネットワークゲル(D Nゲル)をつ

くって関節の硝子軟骨欠損部位に埋植し、硝子軟骨を

自然再生させるというものです。普通は硝子軟骨はな

かなか再生しないのですが、この方法でやると再生す

るという画期的なものです。ここにありますように埋

植すると軟骨が出てくるわけですが、新しい領域での

成果をリードする独創的な研究です。このD Nゲルは北

大の理学部でつくっておりまして、今は非ＧＭＰです

が、これをＧＬＰ、ＧＭＰでつくって、安全性試験を

きちんと行った上でヒトにもっていくということです。

現在は、ウサギ1 0 0匹以上、大動物でも行うことが大切

なので、スライドには羊1 0頭と書いてありますが、現在

は2 0頭以上実施しています。埋植していい成績が出てい

ますし、毒性も出ていないということです。

ダブルネットワークゲルのサンプルの安定性試験も、

生体内の安定性試験は6週間以上行っていまして、全く

問題がなく、安定性があるということです。

このスライドがウサギのモデルで、立体的にみます

とここに欠損部をつくって、ここに黄色で示したダブ

ルネットワークゲルを埋め込むと.赤色で示した軟骨が

出てくるということです。コントロールと比較すると、

コントロールの場合は赤い色の軟骨が全く出てこない

のですが、ダブルネットワークゲルでやると4週間で軟

骨が再生します。

⑧次に旭川医大、伊藤先生のシーズですが、犬やキ

タキツネのエキノコックス症の鑑別用診断キット開発

と臨床応用です。血清診断法としては多包虫症はＥｍ1 8、

単包虫症はＡｇＢが特異抗原ですが、これを用いると

迅速に、またシャープに測定できるということです。

特にＥｍ1 8にエピトープ解析でいろいろやっておりま

す。従来は、ＥＬＩＳＡとイムノブロットでやってい

てそれだと時間がかかるのですが、このイムノクロマ

トグラフィーの方法でやりますと、迅速で、短時間で

できるということです。それをこれからまた3大学で臨

床研究を進めていくということです。エキノコックス

症5 0例と、陰性の人1 5 0名、計2 0 0例の規模でやっていき

ます。

日本の場合は市場が年間2 0例ぐらいしかなく、海外の

ロシア、中国、モンゴルが多いので、これからはロシ
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ア展開を視野に入れつつ、ＨＴＲも入って今後の戦略

を練っているところです。

これが測定キットで、陽性の場合はここにバンドが

出てきます。検体(血液)と試験液をまぜて滴下すると5

分から1 0分ぐらいで結果が出てきますので、迅速な診断

が可能です。

⑨最後に、浜松医科大学の「低侵襲手術支援システ

ムの実用化開発と臨床研究」です。

現在は内視鏡手術のナビゲーターと立体視可能な手

術用の硬性内視鏡をさらに発展させ、新たな低侵襲手

術の支援システムを開発して実用化するということで、

主に内視鏡手術ナビゲーター、手術用の顕微鏡感覚で

使用できる立体内視鏡の開発、内視鏡手術用の吸引管

型の超音波探索子の三つの項目で行っていきます。こ

れはまだ1 0月にH T Rのシーズとして採用されて始めたの

でこれから本格的に支援していきます。今後はＰＭＤ

Ａ相談とか非臨床試験の評価、データの信頼性保障な

どを中心に、ＨＴＲが支援していきます。

これが三つあるうちの一つ目の内視鏡手術ナビゲー

ターです。これは副鼻腔炎、蓄膿の手術に対するもの
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ＤＡ相談などもやっております。以上、ＨＴＲが支援

させていただいている研究の進捗状況についてお話を

させていただきました。ありがとうございました。
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きいので、欧米を中心とした海外の企業にライセンス
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ＨＴＲがかなり支援させていただきながら試験を開始

しました。昨年1 0月2 9日には治験届けを出して受理され
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これは「動体追跡治療用体内留置用の金マーカーの開

発」で、前立腺がんを対象にしてやっていくというこ

とです。ここにありますように、動体追跡放射線治療
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Ｓ／ＰＤＭＡＡダブルネットワークゲル(D Nゲル)をつ

くって関節の硝子軟骨欠損部位に埋植し、硝子軟骨を

自然再生させるというものです。普通は硝子軟骨はな

かなか再生しないのですが、この方法でやると再生す

るという画期的なものです。ここにありますように埋
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出てくるということです。コントロールと比較すると、

コントロールの場合は赤い色の軟骨が全く出てこない

のですが、ダブルネットワークゲルでやると4週間で軟

骨が再生します。

⑧次に旭川医大、伊藤先生のシーズですが、犬やキ

タキツネのエキノコックス症の鑑別用診断キット開発

と臨床応用です。血清診断法としては多包虫症はＥｍ1 8、
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す。従来は、ＥＬＩＳＡとイムノブロットでやってい

てそれだと時間がかかるのですが、このイムノクロマ

トグラフィーの方法でやりますと、迅速で、短時間で

できるということです。それをこれからまた3大学で臨

床研究を進めていくということです。エキノコックス

症5 0例と、陰性の人1 5 0名、計2 0 0例の規模でやっていき

ます。
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北海道臨床開発機構長
北海道大学大学院医学研究科　教授

座長／　本 間　研 一

■開発型研究の実用化までの道程

北海道大学病院高度先進医療支援センター長　北海

道大学の佐藤でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

今日は、白土
、
先生、永井先生からもお話がありまし

たが、北海道臨床開発機構が支援する医師主導型治験

が始まりつつあるというお話をいたします。前半では、

日本国内の医師主導型治験の現状について簡単にお話

しし、それから実際にどういった形で支援をしている

かということについて話を進めていきたいと思います。

それではまず、北海道臨床開発機構で扱うような開

発型の研究シーズをどのようなかたちで実用化に持っ

ていくか、という点を確認してみたいと思います。

最初に、実用化とはどういうことかということです

が、例えば1人の患者さんにでき上がったものを「使っ

てみた」「何とか使った」「使えたのだから」ということ

で、それをもって実用化である、という考え方がある

かもしれません。しかし一般的には、実用化というた

めには「有効性・安全性が確立していること」「費用的

に独立していること」「公的な“お墨付き”が得られて

いること」、これら3点が揃って安心して使える、永続的

に使える、ということがあって初めて「実用化」とい

うことになります。当然一番いいのは薬事承認される

ということになっています。

しかし薬事承認というのはハードルが高く、規制が

厳しいところがありまして、もう一つの道として高度

医療評価制度というものがあります。従来から先進医

療や高度医療といろいろな名前であった制度で、2年弱

ぐらい前に高度医療評価制度というものができて、開

発型でできたものを混合診療で使ってよいということ

が公的に認められ、薬事承認には至らないものについ

ては高度医療評価制度を活用しようという道が開けて

きたというのは、皆さんもご存じのとおりです。この

シーズを実用化しようとした場合、どうしてもクリア

しなければならないのが臨床試験ということになりま

す。こういった格言があるかどうかわかりませんが、

「臨床試験を制する者は実用化を制す」ということで、

臨床試験というのは非常に重要だと理解していただき

たいと思います。

■臨床試験の概念

その臨床試験ついて、少し確認しておきたいと思い

ます。

概念図【P P T 1】ですが、臨床試験という円があり、

それを囲むように臨床研究という概念があります。臨

床試験と臨床研究はどう違うのか説明の仕方はいろい

ろありますが、ごく簡単に説明しますと、「臨床試験と

いうのは、ヒトを対象にした介入研究」と理解してい

ただければと思います。それに対して「臨床研究とい

うのは、ヒトまたはヒト由来試料等を対象とした研究」

で、試料等の中には血液などのサンプルだけではなく、

診療情報といったものも含まれることになります。レ

トロスペクティブに行うような後ろ向きの観察研究も

そうですし、患者さんの検体でいろいろなマーカーを

検索するとか、病因論を導くような研究をするとか、

そういったものも臨床研究に入ってまいります。臨床

研究の方が大きく臨床試験がその中に含まれます。

さらに中を見ていくと治験というものが出てまいり

ます。治験を簡単に定義しますと、「薬事申請を目的と

した臨床試験」になります。臨床試験のなかに含まれ

ますから「薬事申請を目的としてヒトを対象とした介

入研究」であるというのが治験となります。治験は、

ほとんどのものは企業が行う治験になりますが、その

中に少しだけあるのがこれからお話しする医師主導型

治験です。

治験に対して、治験以外の臨床研究、臨床試験は、

自主臨床研究とか自主臨床試験という言葉で呼ばれま

す。この言葉は、法律や法令に出てくる公的な言葉で

はなく、企業が行う治験と区別するかたちで研究者が

自ら行うということで、こういった言葉を使うことが

あります。治験と臨床試験という言葉を混同される方

がいますので、ここのところはきちんと整理していた

だきたいと思います。

そしてもう一つはレギュレーションです。治験につ

いては、ＧＣＰ、医薬品の臨床試験に関する規則があ

ります。これは国で決まった規則で、ＧＣＰに準じて
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医師主導治験等の
現況報告

佐 藤 　 典 宏

北海道臨床開発機構　治験管理部

北海道大学病院 高度先進医療支援センター長／教授

■略歴

1 9 8 5年3月北海道大学医学部卒業、同年4月北海道大学医学部第

二内科入局、血液内科学専攻、1 9 9 5年1 0月北海道赤十字血液セ

ンター研究課長、2002年11月 北海道大学病院輸血部副部長/講師、

2007年4月北海道大学病院高度先進医療支援センター 副センター

長/講師、2 0 0 9年7月北海道大学病院高度先進医療支援センター

センター長/教授

平成１５年に薬事法が改正され、従来は企業しか行えなかった治験を医師自らが企画・実施できる

ようになった。いわゆる「医師主導型治験」である。しかし、企業が大量の資金と人材を投入して行

う治験を、医師および医療機関が単独で実施することは極めて困難であり、制度が導入されて６年が

経過した現在も、必ずしも普及しているとは言い難いのが現状である。

このような状況の中、北海道臨床開発機構は治験管理部を中心として、北海道大学のシーズである

人工手関節の開発（研究責任者：北海道大学医学研究科・三浪明男教授）を医師主導型治験として開

始すべく支援を行ってきた。まず、治験実施体制の整備として、自ら治験を実施する者（医師）が準

備すべき各種業務手順書の整備を行った。同時に治験デザインを検討して治験実施計画を立案し、こ

れを踏まえ、医薬品医療機器総合機構と対面助言を行って治験実施計画を確定した。その後、各種文

書類の作成を経て、治験届の提出に至った。また、実際の治験実施にあたっては、登録業務、安全性

情報管理、データマネジメント、統計解析は北海道臨床開発機構が担当し、モニタリングは北海道大

学病院、監査は外部機関という体制を構築した。

以上の整備を平成２１年末までに完成し、症例エントリー第１号を待っているのが現状である。今

後は、治験責任医師、実施医療機関との連携を更に密にして、適正に本治験が実施されるよう支援を

行っていきたい。また、この経験を通じて、橋渡し研究の主要な出口の１つである医師主導型治験へ

の支援のあり方のノウハウを蓄積させていきたいと考えている。
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北海道臨床開発機構長
北海道大学大学院医学研究科　教授

座長／　本 間　研 一

■開発型研究の実用化までの道程

北海道大学病院高度先進医療支援センター長　北海

道大学の佐藤でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。
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、
先生、永井先生からもお話がありまし

たが、北海道臨床開発機構が支援する医師主導型治験

が始まりつつあるというお話をいたします。前半では、

日本国内の医師主導型治験の現状について簡単にお話

しし、それから実際にどういった形で支援をしている

かということについて話を進めていきたいと思います。

それではまず、北海道臨床開発機構で扱うような開

発型の研究シーズをどのようなかたちで実用化に持っ

ていくか、という点を確認してみたいと思います。

最初に、実用化とはどういうことかということです

が、例えば1人の患者さんにでき上がったものを「使っ

てみた」「何とか使った」「使えたのだから」ということ

で、それをもって実用化である、という考え方がある

かもしれません。しかし一般的には、実用化というた

めには「有効性・安全性が確立していること」「費用的

に独立していること」「公的な“お墨付き”が得られて

いること」、これら3点が揃って安心して使える、永続的

に使える、ということがあって初めて「実用化」とい

うことになります。当然一番いいのは薬事承認される

ということになっています。

しかし薬事承認というのはハードルが高く、規制が

厳しいところがありまして、もう一つの道として高度

医療評価制度というものがあります。従来から先進医

療や高度医療といろいろな名前であった制度で、2年弱

ぐらい前に高度医療評価制度というものができて、開
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ては高度医療評価制度を活用しようという道が開けて

きたというのは、皆さんもご存じのとおりです。この
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しなければならないのが臨床試験ということになりま

す。こういった格言があるかどうかわかりませんが、

「臨床試験を制する者は実用化を制す」ということで、

臨床試験というのは非常に重要だと理解していただき

たいと思います。

■臨床試験の概念

その臨床試験ついて、少し確認しておきたいと思い

ます。

概念図【P P T 1】ですが、臨床試験という円があり、
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いうのは、ヒトを対象にした介入研究」と理解してい
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で、試料等の中には血液などのサンプルだけではなく、
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そうですし、患者さんの検体でいろいろなマーカーを

検索するとか、病因論を導くような研究をするとか、

そういったものも臨床研究に入ってまいります。臨床

研究の方が大きく臨床試験がその中に含まれます。

さらに中を見ていくと治験というものが出てまいり

ます。治験を簡単に定義しますと、「薬事申請を目的と

した臨床試験」になります。臨床試験のなかに含まれ

ますから「薬事申請を目的としてヒトを対象とした介

入研究」であるというのが治験となります。治験は、

ほとんどのものは企業が行う治験になりますが、その

中に少しだけあるのがこれからお話しする医師主導型

治験です。

治験に対して、治験以外の臨床研究、臨床試験は、

自主臨床研究とか自主臨床試験という言葉で呼ばれま

す。この言葉は、法律や法令に出てくる公的な言葉で

はなく、企業が行う治験と区別するかたちで研究者が

自ら行うということで、こういった言葉を使うことが

あります。治験と臨床試験という言葉を混同される方

がいますので、ここのところはきちんと整理していた

だきたいと思います。

そしてもう一つはレギュレーションです。治験につ

いては、ＧＣＰ、医薬品の臨床試験に関する規則があ

ります。これは国で決まった規則で、ＧＣＰに準じて
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医師主導治験等の
現況報告

佐 藤 　 典 宏

北海道臨床開発機構　治験管理部

北海道大学病院 高度先進医療支援センター長／教授

■略歴

1 9 8 5年3月北海道大学医学部卒業、同年4月北海道大学医学部第

二内科入局、血液内科学専攻、1 9 9 5年1 0月北海道赤十字血液セ

ンター研究課長、2002年11月 北海道大学病院輸血部副部長/講師、

2007年4月北海道大学病院高度先進医療支援センター 副センター

長/講師、2 0 0 9年7月北海道大学病院高度先進医療支援センター

センター長/教授

平成１５年に薬事法が改正され、従来は企業しか行えなかった治験を医師自らが企画・実施できる

ようになった。いわゆる「医師主導型治験」である。しかし、企業が大量の資金と人材を投入して行

う治験を、医師および医療機関が単独で実施することは極めて困難であり、制度が導入されて６年が

経過した現在も、必ずしも普及しているとは言い難いのが現状である。

このような状況の中、北海道臨床開発機構は治験管理部を中心として、北海道大学のシーズである

人工手関節の開発（研究責任者：北海道大学医学研究科・三浪明男教授）を医師主導型治験として開

始すべく支援を行ってきた。まず、治験実施体制の整備として、自ら治験を実施する者（医師）が準

備すべき各種業務手順書の整備を行った。同時に治験デザインを検討して治験実施計画を立案し、こ

れを踏まえ、医薬品医療機器総合機構と対面助言を行って治験実施計画を確定した。その後、各種文

書類の作成を経て、治験届の提出に至った。また、実際の治験実施にあたっては、登録業務、安全性

情報管理、データマネジメント、統計解析は北海道臨床開発機構が担当し、モニタリングは北海道大

学病院、監査は外部機関という体制を構築した。

以上の整備を平成２１年末までに完成し、症例エントリー第１号を待っているのが現状である。今

後は、治験責任医師、実施医療機関との連携を更に密にして、適正に本治験が実施されるよう支援を

行っていきたい。また、この経験を通じて、橋渡し研究の主要な出口の１つである医師主導型治験へ

の支援のあり方のノウハウを蓄積させていきたいと考えている。
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それぞれの学会から治験候補薬を推薦するのです。そ

こで審査を受けて承認されれば２回目の審査がありま

す。そこでこういった試験をやりますということで各

医療機関を公募して治験を行う、という流れで行って

います。

もちろんこれはこれで可能ですが、こういった開発

型のシーズの場合は学会から推薦いただくというのが

なかなか難しいという場面があります。自分たちで開

発したのに、まだまだ学会として認めてもらえないよ

うなものはたくさんあると思うのです。そういったも

のを治験にもっていこうと思うと、この枠組みはなか

なか使いにくい。さらに公募してやることになります

から、どこかわからない人たちと一緒にやるという可

能性もあります。開発型のシーズは、この枠組みを使

えないということではありませんが、実を言うと難し

いのが実態としてあります。

現在、治験促進センターの事業がどのくらい進めら

れているかということで【P P T 5】にご紹介しています。

こちらは治験促進センターのホームページからとって

きたものです。昨年8月1 5日現在で日本国内で1 8件の医

師主導型治験が行われています。最近は2 1件に増えてい

るようです。1 8件のうちの１件は始まったばかりなので

グラフから削っていますが、1 7件が動いたり終わったり

しています。横軸は年数で一つのマスは1年間と思って

ください。それぞれのグラフにＰＭＤＡ相談を示す部

分があります。それが終わって治験届を出した部分、

治験が終わって申請をし、承認したという部分があり

ます。治験相談をして治験届を出すまでは準備期間だ

と思ってください。治験届けの後の部分は実際に治験

を行った期間です。

これで見ていただきたいのは、治験届けまでの準備期

間が非常に長いということです。治験届を出すまで準備

期間で1年以上、長いものになると３年ぐらいかかって

いるものもあります。ですから医師主導型治験を始める

ための準備というのは非常にたくさんかかるということ

がわかっていただけるのではないかと思います。

■ＨＴＲが支援する医師主導型治験

では我々が支援を始めました医師主導型治験につい

てご紹介させていただきます。北海道大学の三浪教授

シーズの人工手関節です。自ら治験を実施する者とし

て、2施設で行うことになります。治験機器提供機関は

国内のある企業です。対象は関節リウマチで、目標症

例数は2 0例、試験期間は平成2 1年1 2月1日から平成2 5年6

月3 0日になっています。

最近のリウマチは内科治療でどんどんよくなってき

ましたけれども、それではなかなかうまくいかなくて

関節が変形して手術しなければならない方もやはりい

らっしゃいます。大きな関節についてはいろいろデバ

イスができていますが、手首に関しては非常に精緻な

運動が必要になってきますので、なかなかよいものは

ありません。全固定術といって、関節をしっかり固定

してしまうもので、痛みはとれるけれども手の機能を

残せない、といったものはありました。それではいけ

ないということで、痛みをとりつつ手の機能も残すも

のを開発しようということでできたのが今回の人工関

節です。

臨床開発機構として具体的にどういったことをお手

伝いするか、医師主導型治験の業務にはどういったも

のがあるか、ということをスライドに示しました。

【P P T 6】【P P T 7】【P P T 8】

大体の流れを見ますと、治験開始前の業務では、ま

ず試験デザインを決めなければなりません。それから

実施体制をしっかり整備する。普通の治験ですと何施

設でやるかということぐらいしか病院側には関係ない

のですが、もっともっといろいろな体制をつくらなく

てはならない。これは後からお話しします。それから

必要な文書類を整備、そして先ほどから出ております

が、ＰＭＤＡへの治験相談に至るようになる。それか

らＩＲＢ（治験審査委員会）を自分たちの方で申請す

る準備をし、届け出を出す。治験が始まったら被験者

リクルート、治験を実施しつつＣＲＣ（コーディネー

ター業務）ですね。それから安全性情報がたくさん出

てきますから、それをどうするか。非常に大きなとこ
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治験を行うことになります。一方、自主臨床試験の方

は、臨床研究の倫理指針を適用して行います。去年の

４月１日から施行されて、各大学のいろいろなところ

で取り組みを強化しているところです。もちろんほか

の指針を適用させなくてはならない研究もありますが、

大きくは臨床研究に関する倫理指針に従っていただく

ことになります。ですから、治験はＧＣＰ、自主臨床

試験は倫理指針となります。

こういった分け方は日本独特のことで、欧米諸外国

は治験と臨床試験はあえて区別しておりません。クリ

ニカルトライアルという一つの言葉で、ほぼＧＣＰに

準じた形のレギュレーションを受けています。それだ

け医師が行う研究に対する信頼性が高いということで、

ここのところをどうするかということが課題になるわ

けです。

臨床試験ですが、企業治験、医師主導型治験、自主

臨床試験といったかたちで３通りに分けることができ

ます【P P T 2】。シーズが早い段階で企業にライセンスア

ウトできれば、企業に治験をしてもらい薬事承認とな

りますが、企業がこのシーズは有望かどうかわからな

いということになると、自分でやるしかないというこ

とで医師主導型治験に持っていきます。しかし医師主

導型治験というのは、非常にハードルが高い、難しい、

大変です。とりあえず自主臨床試験でデータを出して

みて、これはいけそうだなということで企業が買って

くださいましたら、企業治験から薬事承認というルー

トにいきますし、ここまでいったら医師主導型治験で

頑張ってみようかということになると、医師主導型治

験から薬事承認というルートができるかもしれません。

しかしこれも、これからの時代はわかりませんが、そ

れほど多いことではないかもしれません。そうなれば

高度医療評価制度を使いましょうというルートになっ

てまいります。

ちなみに自主臨床試験から薬事承認というのは基本

的にはありません。

高度医療評価制度も永続的にこのままの制度でいく

ということはありません。厚労省も最終的には薬事承

認をとってください、それを目的とするものを認めま

しょうということを原則として出しております。高度

医療評価制度の中で臨床試験を繰り返し、よい成果が

得られたものは企業に買っていただく、あるいは医師

主導型治験にもっていく、そして薬事承認にもってい

く、こういったルートも考えられます。しかしながら

これもそれほど簡単なことではないということを少し

お話ししたいと思います。

■医師主導型治験の現状

医師主導型治験は、平成1 5年７月3 0日に改正薬事法が

施行されまして、医師自ら主導して行う治験、いわゆ

る医師主導型治験ができるようになりました。それま

で企業がやっていたことを全部、医師が自分でやるこ

とになりますから、当然のように大変なことになりま

す。金がない、人がいない、どうやっていいかわから

ない、ないない尽くしになるわけです。とても医師の

みで実施できる事業ではないということになります。

ではどうしたらいいのか、ちょっとこんなことを書い

てみましたがいかがでしょうか。「そうだ、北海道臨床

開発機構に相談してみよう」、ということで当機構にど

んどん相談していただければありがたいのですが、ま

だちょっとそこまでには至りません。【P P T 3】

日本の国内の医師主導型治験の多くの部分は、日本

医師会の治験促進センターが中心となって、そこの治

験促進事業が医師主導型治験を支援しているかたちに

なっています。そこでの仕組みについては、治験促進

センターのホームページからとってきましたが、こう

いった流れでできるようになっています。【P P T 4】

日本医学会分科会、内科学会とか整形外科学会とか、
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それぞれの学会から治験候補薬を推薦するのです。そ

こで審査を受けて承認されれば２回目の審査がありま

す。そこでこういった試験をやりますということで各

医療機関を公募して治験を行う、という流れで行って

います。

もちろんこれはこれで可能ですが、こういった開発

型のシーズの場合は学会から推薦いただくというのが

なかなか難しいという場面があります。自分たちで開

発したのに、まだまだ学会として認めてもらえないよ

うなものはたくさんあると思うのです。そういったも

のを治験にもっていこうと思うと、この枠組みはなか

なか使いにくい。さらに公募してやることになります

から、どこかわからない人たちと一緒にやるという可

能性もあります。開発型のシーズは、この枠組みを使

えないということではありませんが、実を言うと難し

いのが実態としてあります。

現在、治験促進センターの事業がどのくらい進めら

れているかということで【P P T 5】にご紹介しています。

こちらは治験促進センターのホームページからとって

きたものです。昨年8月1 5日現在で日本国内で1 8件の医

師主導型治験が行われています。最近は2 1件に増えてい

るようです。1 8件のうちの１件は始まったばかりなので

グラフから削っていますが、1 7件が動いたり終わったり

しています。横軸は年数で一つのマスは1年間と思って

ください。それぞれのグラフにＰＭＤＡ相談を示す部

分があります。それが終わって治験届を出した部分、

治験が終わって申請をし、承認したという部分があり

ます。治験相談をして治験届を出すまでは準備期間だ

と思ってください。治験届けの後の部分は実際に治験

を行った期間です。

これで見ていただきたいのは、治験届けまでの準備期

間が非常に長いということです。治験届を出すまで準備

期間で1年以上、長いものになると３年ぐらいかかって

いるものもあります。ですから医師主導型治験を始める

ための準備というのは非常にたくさんかかるということ

がわかっていただけるのではないかと思います。

■ＨＴＲが支援する医師主導型治験

では我々が支援を始めました医師主導型治験につい

てご紹介させていただきます。北海道大学の三浪教授

シーズの人工手関節です。自ら治験を実施する者とし

て、2施設で行うことになります。治験機器提供機関は

国内のある企業です。対象は関節リウマチで、目標症

例数は2 0例、試験期間は平成2 1年1 2月1日から平成2 5年6

月3 0日になっています。

最近のリウマチは内科治療でどんどんよくなってき

ましたけれども、それではなかなかうまくいかなくて

関節が変形して手術しなければならない方もやはりい

らっしゃいます。大きな関節についてはいろいろデバ

イスができていますが、手首に関しては非常に精緻な

運動が必要になってきますので、なかなかよいものは

ありません。全固定術といって、関節をしっかり固定

してしまうもので、痛みはとれるけれども手の機能を

残せない、といったものはありました。それではいけ

ないということで、痛みをとりつつ手の機能も残すも

のを開発しようということでできたのが今回の人工関

節です。

臨床開発機構として具体的にどういったことをお手

伝いするか、医師主導型治験の業務にはどういったも

のがあるか、ということをスライドに示しました。

【P P T 6】【P P T 7】【P P T 8】

大体の流れを見ますと、治験開始前の業務では、ま

ず試験デザインを決めなければなりません。それから

実施体制をしっかり整備する。普通の治験ですと何施

設でやるかということぐらいしか病院側には関係ない

のですが、もっともっといろいろな体制をつくらなく

てはならない。これは後からお話しします。それから

必要な文書類を整備、そして先ほどから出ております

が、ＰＭＤＡへの治験相談に至るようになる。それか

らＩＲＢ（治験審査委員会）を自分たちの方で申請す

る準備をし、届け出を出す。治験が始まったら被験者

リクルート、治験を実施しつつＣＲＣ（コーディネー

ター業務）ですね。それから安全性情報がたくさん出

てきますから、それをどうするか。非常に大きなとこ
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治験を行うことになります。一方、自主臨床試験の方

は、臨床研究の倫理指針を適用して行います。去年の

４月１日から施行されて、各大学のいろいろなところ

で取り組みを強化しているところです。もちろんほか

の指針を適用させなくてはならない研究もありますが、

大きくは臨床研究に関する倫理指針に従っていただく

ことになります。ですから、治験はＧＣＰ、自主臨床

試験は倫理指針となります。

こういった分け方は日本独特のことで、欧米諸外国

は治験と臨床試験はあえて区別しておりません。クリ

ニカルトライアルという一つの言葉で、ほぼＧＣＰに

準じた形のレギュレーションを受けています。それだ

け医師が行う研究に対する信頼性が高いということで、

ここのところをどうするかということが課題になるわ

けです。

臨床試験ですが、企業治験、医師主導型治験、自主
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ろですが、データの信頼性を確保するためのモニタリ

ング、監査体制をどうやっていくかということです。

治験データマネジメントです。データを固定して、そ

れから統計解析へ持っていくというかたちになりま

す。ただ実際にこういった業務を全部医師が一人です

る、研究者だけでするというのはもちろん不可能とな

ります。

もう一つ困ったことは、お金の問題です。このＰＭ

ＤＡ相談は、行くだけでお金がかかってしまいます。

ほかにもお金がかかるところがありますが、実はここ

が一番かかるところになっています。

コーディネート、ＣＲＣ、モニタリング、監査、デ

ータマネジメントで何にお金がかかるかというと、物

にかかるわけではなく人にお金がかかるのです。冒頭

で、金がない、人がいない、どうしていいかわからな

いと言いましたが、どうしていいかわかる人を金で雇

えばいいということになりますから、実はこの三つは

関係していることになります。ですから、どうやって

いいかわかる人を低コストで提供したらできるように

なるかもしれない、というのが今の医師主導型治験と

なっていくわけです。

ではＨＴＲでは具体的にどうやっているかというお

話をします。治験デザインについては、先生方とメー

カーが協議して、ＰＭＤＡの相談に行って、そこでい

ろいろ論点を整理して修正をする、手続をする、とい

うかたちでお手伝いをさせていただき、試験デザイン

が決まります。体制整備については、2 7の文書をつくり

上げて基本的なところを整備します。あとは役割分担

ですが、こういった実施機関もそうですけれども、コ

ーディネートをどうするか、モニタリングをどうする

か、安全性をどうするかというところをＨＴＲでやっ

たり、外注でやったりします。

実は一番問題なのはモニタリングなのですが、ここ

のところはＨＴＲとしてはまだ体制整備ができており

ませんので、私たちを加えて病院の方で協力する、一

緒にやらせていただくというかたちで何とか体制を整

えております。

それから必要な文書をつくるということで、治験実

施計画書、同意説明文書、症例報告書、治験機器概要

書といった文書の作成を行います。さすがに治験機器

概要書は無理でしたけれども、ほかのものは支援しま

す。

あとはＰＭＤＡの相談です。事前相談、対面助言の

ところをしっかりやります。今回の医師主導型治験で

は、対面助言は7月3日に済ませて、治験届は1 0月2 9日に

出ました。3 0日ルールというのがありまして、届けが出

てから3 0日たったら治験を開始していいですよというこ

とになりまして、我々のところも3 0日が過ぎましたので

治験を開始してよろしいという段階になっています。

ＩＲＢの対応については分厚い資料が出てきます。

これも自分たちで作らなくてはならないので、我々が

準備を手伝わせていただきました。

治験が始まる段階になりますと、登録センターの業

務、データマネジメント、統計解析ということで、現

在これらの文書を作ってデータが出てくるのを待って

いる段階になります。現在、２月Ｘ日、第１例の登録

開始ということで待っているところです。実は今日、

第１例目が登録されましたと報告をするはずだったの

ですがいろいろな事情で延期になりまして2月Ｘ日とな

ってしまいました。1例目をもって始まるということで

はなくて、もう既に始まっていると考えていただいて

結構だと思いますけれども、ここのところまでようや

くたどりついて、2 0例を目標に頑張っていきたいと考え

ております。

スタッフの割り当てについてはＨＴＲと病院で業務

を割り当てて、金がない、人がいない、どうしていい

かわからないというところをクリアして、何とかスタ

ートラインに立ったところです。

まとめますと、医師主導型治験というのは大事な一

つの手段です。しかし研究者単独で行うのは無理です

から、ＨＴＲのようなこういった支援組織のサポート

が非常に重要になってきます。現在は、人工手関節を

初め、同様の業務を支援させていただき、間もなく第1

例目がエントリーされるところまで来ましたというこ

とを、治験管理部の活動報告として発表させていただ

きました。ありがとうございました。

橋渡し研究の活動報告 Hokkaido Organization for Translational Research
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北海道臨床開発機構　治験管理部長
北海道大学大学院医学研究科　教授

座長／　小 池　隆 夫

帝京大学医学部名誉教授　帝京大学の大村でござい

ます。このような会議にお招きいただきまして、あり

がとうございます。

先ほどからの発表を聞かせていただきまして、大変

感動いたしました。まさに、日本が必要とすることを、

大学の先生方が中心になってやっておられるというの

は、日本では画期的なことではないかと思います。

私がこのように札幌で話をするのは3度目です。最初

は、2年以上前に北海道医師会からお招きを受けてお話

をさせていただきました。その時に、北海道医師会に

は大変進歩的な考えを持っておられる先生方が多く、

とても新鮮な感動を覚えました。その後、北海道大学

産婦人科の櫻木教授にもお招きをいただきました。櫻

木先生は、女性のために医局を法人化され「ＷＩＮＤ」

という組織を立ち上げられました。今の困難な医療制

度の中での取り組みは大変画期的だと思いました。そ

して今日はまたさらに、北海道で橋渡し研究という活

動があるということは耳にはしておりましたが、これ

ほどの内容であったということに本当に驚きました。

ぜひ、これが日本全体に広がっていっていただければ

と思います。

さて本日は、「医療立国論：崩壊から再生へ」という

演題で私の考え方を皆さん方に披露させていただきま

して、忌憚のないご意見をいただければと思います。

■アメリカ、イギリスの医療政策の現状

まず【P P T 1】に書いてありますことは、皆さんには

もう釈迦に説法で、自治体病院が赤字であるとか、救

急とか産婦人科とか小児科といったところが非常に危

機的な状況になっている。あるいは、医師、看護師が

足りない、絶対数がいない、あるいは偏在といったこ

ともあります。卒後研修制度については、私も非常に

不満があります。私はアメリカで医学部の学生や研修

医の教育にあたっておりましたが、実はアメリカとは

似て非なる制度を日本に持ってきました。本来、アメ

リカでは、この程度のことは医学部の学生のときに既

に済ませてしまっています。それをわざわざ管轄する

省庁が違うために、卒業後に医学部をさらに2年間延長

したような状況が起きてしまった。それによって、そ

れまで何とかもっていた医師派遣機能があっという間

に崩れてしまった。昔のままがいいと言っているわけ

ではありませんが、見識やビジョンのない人たちがこ

ういったものをどんどんつくり上げてきているという

ことについて我々は非常にジレンマを感じております。

病床数、在院日数、重複受診についても、皆さんよ

くご存じのことです。また、ニ次医療圏ということで、

全国を3 6 0くらいに分けて、急性期から慢性期、在宅医

療まで完結させようという昔の厚生省の考えは、今、

完全に破綻しております。

ではマンパワー問題を最初に取り上げます。同じ大

学病院でも、アイオワ大学は、比較的、医療スタッフ

が少ない大学で、8 3 0床で7 , 2 0 0人ぐらい医療従事者がい

ます。関西地方の某国立大学では、9 8 0床もありながら

医療従事者は1 , 2 0 0人しかいないという状況です。救命

救急に絞ると、メリーランド大学はこういったことが

とても充実している大学で、講師以上のスタッフが7 5名

います。また特化した救急医療の研修医が3 0名以上いま

す。ほかの科からローテートも沢山来ます。そういっ

た方々を入れると総勢2 0 0名くらいの人数でやっている

ので、救急車が同時に何台も飛び込んでも、びくとも

いたしません。しかし日本の典型的な救命救急センタ

ーは大体1 0名前後です。我々の大学には2 0名ぐらいです

が、平均的には大体こんなものでございます。

先ほど、病院や病床数が多いという話をしましたが、

アメリカでは、大体3億人を超えた人口の中で、病院が

5 , 0 0 0強ぐらいしかありません。日本は1億2 , 7 0 0万人の人

口で、病院と称するところがまだ8 , 9 0 0もある。急性期

病院というのは今7 , 2 0 0ぐらいまで落ちてきております

が、とにかくちょっと分散し過ぎではないかという問

題があります。

日本の典型的ながんセンターとアメリカのがんセン

ターを比べてみますと、テキサス大学関連のＭ.Ｄ.アン

ダーソンがんセンターでは、5 0 0床前後で1万6 , 0 0 0人の

医療スタッフがいます。日本の愛知県がんセンターは、

県立がんセンターの中では歴史が古くて1 9 6 0年代から存

在しておりますが、ここの人数は9 5 0名前後でして、総

長の大野先生が、これでは満足ながん診療なんかでき

医療立国論：崩壊から再生へ
～地方分権改革と社会保障への投資で

生活大国を目指せ～

大 村 　 昭 人

帝京大学医学部名誉教授／医療技術学部長

■略歴

1 9 6 7年東京大学医学部医学科卒業。東京大学付属病院、岐阜村

上記念病院、北里大学で外科、麻酔科研修後、1 9 7 3年ワシント

ン州立大学麻酔科レジデント、1 9 7 6年ユタ州立大学麻酔科講師、

1 9 7 8年同助教授、1 9 7 9年帝京大学医学部麻酔科助教授、1 9 8 6年

同溝口病院麻酔科教授、1 9 9 6年同副院長、2 0 0 3年－2 0 0 7年3月

帝京大学医学部長、2 0 0 7年4月帝京大学医学部名誉教授、2 0 0 7年

4月帝京大学医療技術学部教授、2 0 0 9年4月帝京大学医療技術学

部長

命に関わる病気になっても受け入れ先がない深刻な医療崩壊が急速に進んでいる。全国を、医療法

で定めている３６０の二次医療圏に分割して、その中で急性期から慢性期にいたる医療を完結させる

システムは完全に破綻している。こうした背景には、２５年以上前に当時の厚生省保険局長が発表し

た「医療費亡国論」の呪縛から未だに逃れられずに医療は「国家の負債」と信じて、医療崩壊に手を

こまねいている政治と行政、さらに明確なビジョンが出せない医療界など深刻な事態がある。

実際には医療は負債どころか非常に有効な投資先であり、経済活性化の鍵であることはE Uの国々で

は立証されている。ここまで崩壊した医療を立て直すには明治維新に匹敵する大改革が必須である。

医療に関わる４つの監督官庁の再編統合は必須条件で、医師養成に文部科学省と厚生労働省と二つの

省庁が関わり、卒前、卒後の教育にまったく一貫性がない。２００５年に導入された卒後研修制度は大

学に張り付いていた医学部卒業生を外に出すことを急いだために、それまで大学がかろうじて果たし

ていた医師派遣制度を不用意に破壊してしまった。アメリカの卒後マッチングシステムの表面だけを

真似た結果である。著者はアメリカで教育スタッフとして学生や研修医の教育に携わっていたが、日

本の制度は似て非なるものである。欧米ではこの研修医たちが学んでいることは既に医学部高学年で

達成している。縦割り行政の弊害が医学部教育の欠陥を卒業後に補うために医学部を実質８年に延長

したような無駄な反復を行っているのである。

崩壊に瀕している救急医療についても縦割り行政が深刻に影を落としている。病院の玄関までは総

務省（消防庁）管轄で、玄関から先は厚労省管轄に入るなど他の先進国では例を見ない縦割り行政が

一貫した救急医療の実施を阻んでいる。一方、ばらばらで細切れの保険者の再編統合も必要で、現状

では個々の組合の財政基盤が弱く、互いを助け合う保険制度の目的は達成できない。また、欧米に比

較して数が多く、分散しすぎていて質の高い医療を集中できない医療提供施設の再編統合なども避け

て通れない。自治体病院が県、市、町と運営母体がばらばらであることも一貫した地域医療政策を阻

んでいる。北欧の国々は高い租税、社会保険料を国民に求めるなかで、所得の再分配、育児、教育、

医療に大きく資本を投入して、実際の行政は地方にゆだねて女性や高齢者の社会進出の支援、男女平

等などを実現する中で豊かな生活大国を実現している。日本でも地方分権改革を進めて中央で決める

こと、地方が特異性に会わせて独自の裁量で行えることを明確に分ける必要もある。

「参考文献」１．医療立国論Ⅲ：民主党政権で医療制度はこう変わる　大村昭人　

日刊工業新聞社　２００９年１１月
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北海道臨床開発機構　治験管理部長
北海道大学大学院医学研究科　教授

座長／　小 池　隆 夫

帝京大学医学部名誉教授　帝京大学の大村でござい

ます。このような会議にお招きいただきまして、あり

がとうございます。

先ほどからの発表を聞かせていただきまして、大変

感動いたしました。まさに、日本が必要とすることを、

大学の先生方が中心になってやっておられるというの

は、日本では画期的なことではないかと思います。

私がこのように札幌で話をするのは3度目です。最初

は、2年以上前に北海道医師会からお招きを受けてお話

をさせていただきました。その時に、北海道医師会に

は大変進歩的な考えを持っておられる先生方が多く、

とても新鮮な感動を覚えました。その後、北海道大学

産婦人科の櫻木教授にもお招きをいただきました。櫻

木先生は、女性のために医局を法人化され「ＷＩＮＤ」

という組織を立ち上げられました。今の困難な医療制

度の中での取り組みは大変画期的だと思いました。そ

して今日はまたさらに、北海道で橋渡し研究という活

動があるということは耳にはしておりましたが、これ

ほどの内容であったということに本当に驚きました。

ぜひ、これが日本全体に広がっていっていただければ

と思います。

さて本日は、「医療立国論：崩壊から再生へ」という

演題で私の考え方を皆さん方に披露させていただきま

して、忌憚のないご意見をいただければと思います。

■アメリカ、イギリスの医療政策の現状

まず【P P T 1】に書いてありますことは、皆さんには

もう釈迦に説法で、自治体病院が赤字であるとか、救

急とか産婦人科とか小児科といったところが非常に危

機的な状況になっている。あるいは、医師、看護師が

足りない、絶対数がいない、あるいは偏在といったこ

ともあります。卒後研修制度については、私も非常に

不満があります。私はアメリカで医学部の学生や研修

医の教育にあたっておりましたが、実はアメリカとは

似て非なる制度を日本に持ってきました。本来、アメ

リカでは、この程度のことは医学部の学生のときに既

に済ませてしまっています。それをわざわざ管轄する

省庁が違うために、卒業後に医学部をさらに2年間延長

したような状況が起きてしまった。それによって、そ

れまで何とかもっていた医師派遣機能があっという間

に崩れてしまった。昔のままがいいと言っているわけ

ではありませんが、見識やビジョンのない人たちがこ

ういったものをどんどんつくり上げてきているという

ことについて我々は非常にジレンマを感じております。

病床数、在院日数、重複受診についても、皆さんよ

くご存じのことです。また、ニ次医療圏ということで、

全国を3 6 0くらいに分けて、急性期から慢性期、在宅医

療まで完結させようという昔の厚生省の考えは、今、

完全に破綻しております。

ではマンパワー問題を最初に取り上げます。同じ大

学病院でも、アイオワ大学は、比較的、医療スタッフ

が少ない大学で、8 3 0床で7 , 2 0 0人ぐらい医療従事者がい

ます。関西地方の某国立大学では、9 8 0床もありながら

医療従事者は1 , 2 0 0人しかいないという状況です。救命

救急に絞ると、メリーランド大学はこういったことが

とても充実している大学で、講師以上のスタッフが7 5名

います。また特化した救急医療の研修医が3 0名以上いま

す。ほかの科からローテートも沢山来ます。そういっ

た方々を入れると総勢2 0 0名くらいの人数でやっている

ので、救急車が同時に何台も飛び込んでも、びくとも

いたしません。しかし日本の典型的な救命救急センタ

ーは大体1 0名前後です。我々の大学には2 0名ぐらいです

が、平均的には大体こんなものでございます。

先ほど、病院や病床数が多いという話をしましたが、

アメリカでは、大体3億人を超えた人口の中で、病院が

5 , 0 0 0強ぐらいしかありません。日本は1億2 , 7 0 0万人の人

口で、病院と称するところがまだ8 , 9 0 0もある。急性期

病院というのは今7 , 2 0 0ぐらいまで落ちてきております

が、とにかくちょっと分散し過ぎではないかという問

題があります。

日本の典型的ながんセンターとアメリカのがんセン

ターを比べてみますと、テキサス大学関連のＭ.Ｄ.アン

ダーソンがんセンターでは、5 0 0床前後で1万6 , 0 0 0人の

医療スタッフがいます。日本の愛知県がんセンターは、

県立がんセンターの中では歴史が古くて1 9 6 0年代から存

在しておりますが、ここの人数は9 5 0名前後でして、総

長の大野先生が、これでは満足ながん診療なんかでき

医療立国論：崩壊から再生へ
～地方分権改革と社会保障への投資で

生活大国を目指せ～

大 村 　 昭 人

帝京大学医学部名誉教授／医療技術学部長

■略歴

1 9 6 7年東京大学医学部医学科卒業。東京大学付属病院、岐阜村

上記念病院、北里大学で外科、麻酔科研修後、1 9 7 3年ワシント

ン州立大学麻酔科レジデント、1 9 7 6年ユタ州立大学麻酔科講師、

1 9 7 8年同助教授、1 9 7 9年帝京大学医学部麻酔科助教授、1 9 8 6年
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帝京大学医学部長、2 0 0 7年4月帝京大学医学部名誉教授、2 0 0 7年

4月帝京大学医療技術学部教授、2 0 0 9年4月帝京大学医療技術学

部長

命に関わる病気になっても受け入れ先がない深刻な医療崩壊が急速に進んでいる。全国を、医療法

で定めている３６０の二次医療圏に分割して、その中で急性期から慢性期にいたる医療を完結させる

システムは完全に破綻している。こうした背景には、２５年以上前に当時の厚生省保険局長が発表し

た「医療費亡国論」の呪縛から未だに逃れられずに医療は「国家の負債」と信じて、医療崩壊に手を

こまねいている政治と行政、さらに明確なビジョンが出せない医療界など深刻な事態がある。

実際には医療は負債どころか非常に有効な投資先であり、経済活性化の鍵であることはE Uの国々で

は立証されている。ここまで崩壊した医療を立て直すには明治維新に匹敵する大改革が必須である。

医療に関わる４つの監督官庁の再編統合は必須条件で、医師養成に文部科学省と厚生労働省と二つの

省庁が関わり、卒前、卒後の教育にまったく一貫性がない。２００５年に導入された卒後研修制度は大

学に張り付いていた医学部卒業生を外に出すことを急いだために、それまで大学がかろうじて果たし

ていた医師派遣制度を不用意に破壊してしまった。アメリカの卒後マッチングシステムの表面だけを

真似た結果である。著者はアメリカで教育スタッフとして学生や研修医の教育に携わっていたが、日

本の制度は似て非なるものである。欧米ではこの研修医たちが学んでいることは既に医学部高学年で

達成している。縦割り行政の弊害が医学部教育の欠陥を卒業後に補うために医学部を実質８年に延長

したような無駄な反復を行っているのである。

崩壊に瀕している救急医療についても縦割り行政が深刻に影を落としている。病院の玄関までは総

務省（消防庁）管轄で、玄関から先は厚労省管轄に入るなど他の先進国では例を見ない縦割り行政が

一貫した救急医療の実施を阻んでいる。一方、ばらばらで細切れの保険者の再編統合も必要で、現状

では個々の組合の財政基盤が弱く、互いを助け合う保険制度の目的は達成できない。また、欧米に比

較して数が多く、分散しすぎていて質の高い医療を集中できない医療提供施設の再編統合なども避け

て通れない。自治体病院が県、市、町と運営母体がばらばらであることも一貫した地域医療政策を阻

んでいる。北欧の国々は高い租税、社会保険料を国民に求めるなかで、所得の再分配、育児、教育、

医療に大きく資本を投入して、実際の行政は地方にゆだねて女性や高齢者の社会進出の支援、男女平

等などを実現する中で豊かな生活大国を実現している。日本でも地方分権改革を進めて中央で決める

こと、地方が特異性に会わせて独自の裁量で行えることを明確に分ける必要もある。

「参考文献」１．医療立国論Ⅲ：民主党政権で医療制度はこう変わる　大村昭人　

日刊工業新聞社　２００９年１１月
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医療立国論：崩壊から再生へ

ですけれども、さすがに日本ではそういうことは起き

ませんね。ブレア首相がこれではいけないということ

で、2 0 0 0年に毎年6 .数％の医療費を増やして、全体的に

は5 0％増やすためにいろいろな改革をやりました。

私は去年、イギリスに2週間ほどおりましたけれども、

医療の問題が新聞にしょっちゅう出ておりまして、な

かなか問題の根が深くて少しずつよくはなっているの

ですが深刻さを反転できない状況です。

この両国の失敗から何を学ぶかといいますと、不用

意な総医療費抑制、市場原理化は医療の荒廃を招く。

これは何年か前から言われていて私も主張してきたの

ですが、日本も見事にそれをやってしまい、あっとい

う間に崩壊し始めているということは皆様もよくご存

じだと思います。そして一度荒廃すると、回復には莫

大な支出やエネルギーが要るし、時間も要します。イ

ギリスがいい例ですし、アメリカはあれだけやろうと

しても現実にできない。公的保険を縮小して民間保険

で肩がわりをするという考え方があって、経済財政諮

問会議や規制改革会議で盛んに論議されましたけれど

も、実際にはほかの国ではうまくいっていません。よ

ほど綿密な計画を立てない限り、アメリカのように実

は公的保険がどんどん蝕まれ民間保険に食われており

ます。オバマ大統領は今、民間保険は悪だと言ってい

ます。彼らが勝手にやるから今こんなに悪くなったと。

でも、オバマ大統領でさえそれを直せない状況です。

1 9 4 7年に、チャーチルが第二次世界大戦で英雄となっ

て、そして総選挙に臨みました。しかしここで大敗し

てしまいまして、「民主主義政府は最悪の選択だ。けれ

ども、今まで試されたどのシステムよりましである」

と。つまり、彼は、民主主義というのは決して完全な

ものではないということを言いたかったのでしょう。

資本主義経済は、チャーチルの言葉をかりれば最悪の

選択であるけれども、共産主義とか独裁主義とか社会

主義とか、今まで試されたほかのシステムよりはまし

だと、そのぐらいの謙虚さを持っていただかなければ

いけない。小泉政権のときに、いろいろな経済学者を

含めて、市場原理に任せることが一番いいということ

がまかり通ってきた。今回のアメリカのリーマンショ

ック以来のサブプライムローンなどのいろいろな問題

も、あまりにも市場原理を過信したということであり

ます。

■日本の医療制度、医療行政の現状と課題

日本の医療制度は、よく考えてみたらいいことがい

っぱいあります。まず、医療費がとても安い。安過ぎ

て我々は今困っているわけですが、ＯＥＣＤ3 0カ国の中

では2 2位であります。いつでもどこでも診てもらえる。

新生児・乳児死亡率は世界で最低であるし最長寿国で

あるということで、ＷＨОの医療制度評価も非常にい

い成績をもらっています。こういう医療の評価をする

ときに、アクセスがいいかどうか、コストがリーズナ

ブルかどうか、それから安全か、質がきちんと保証さ

れているかという視点でやりますと、日本は実はあま

り悪くないという結果が出ています。

アメリカではメディケイドという低所得者の公的保

険がありまして、連邦政府と州が両方でお金を出し合

って運営しています。最近はこの予算が足りなくなっ

てしまい、少なからぬ州で、最初の3カ月か4カ月で予算

を使い切ってしまう。オレゴン州はたまりかねて、日

本ではちょっと考えられないような社会実験をやりま

した。例えばある若い人が急性の病気になったら幾ら

お金がかかっても出すけれど、お年寄りが例えば冠動

脈のバイパスにお金を使っても、この人はあと数年し

か寿命がないのにあまり意味がない。若い人ならたく

さん働いて税金も払ってくれるというふうに優先順位

をつけて予算を使い分けたのです。

結局結論としては、同時にアクセス、コスト、質の

三つのことは満たせないということです【P P T 2】。です

からお金を削ればどこかの具合が悪くなる。もちろん

いろいろな工夫で何とかこれをやっているからこそ日

本はアクセスもいいし、コストも安いし、質も医者を

選ぶも寿命のうちと言いますがいい医療を受けられる

可能性がある。でもそれも最近は怪しくなってきたと

いうことです。

問題点を整理しますと、医療には余りにも多くの省

庁がかかわり過ぎています。救急医療は消防庁、つま

り総務省ですね。玄関までは消防庁、玄関から先は厚
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るわけがないと、ある論説の中で発言しておられます。

国立がんセンターがあるではないかと皆さんはお思

いになるかもしれませんが、国立がんセンターは、病

床数が6 0 0床以上なのに研究所と病院を合わせて正規の

スタッフは九百何十名です。本当に日本の医療スタッ

フは余りにも少ない。この中で、よく日々の診療をや

っていると思います。

しかし、アメリカも決していいことばかりではあり

ません。私がおりました7 0年代のアメリカはのどかな時

代でして、比較的医療がうまくいっており、アクセス

もよかった。しかしアメリカも景気が悪くなって、レ

ーガンの8 0年代は景気が悪い上に医療費が高騰してきま

した。そこでレーガンが、民間保険(ヘルス・メンテナ

ンス・オーガニゼーション、H M O)の認定要件のハード

ルを低くするという規制緩和をやりまして、民間保険

をどんどん医療の中身に入れてきました。そうしたら

あっという間に医療が崩壊して、4 , 7 0 0万人の保険未加

入者、これは中から中の上ぐらいの所得の人たちです

けれども、そういう所得層の人たちが年間1 5 0万円以上

の保険料を払わなければまともなカバーをしてもらえ

ないような状況が起きてしまいました。

マイケル・ムーア監督がつくった「シッコ」という

映画でもありましたが、お金を払えない患者は車で遠

くに連れていって捨ててしまうというような状況も起

きています。現在、オバマ大統領が公的保険も含めた

医療保険改革をやろうとしておりますが非常に困難な

状況で、上院と下院で別々の案が通りましたが、その

すり合わせをしなければ最終的に案になりません。た

だ、全く民主党の強い地盤であったマサチューセッツ

州で共和党が圧勝しました。これで上院が議事妨害を

防止できなくなった状況です。ですからオバマの支持

率も下がるし、非常に困難になっています。クリント

ンも同じことをやりましたが失敗しました。オバマで

さえこんな状況です。ですから、医療というのは、ア

メリカではなかなか大変な状況です。

イギリスもサッチャーが医療費の総枠規制をやり、

市場原理を入れようとしました。これでイギリスの医

療もあっという間に崩壊しました。イギリスは先進国

の中では珍しく税金で本体をやっておりますが、数年

前までは日本より総医療費は少なかった。最近は、た

まりかねてブレアが医療費の増加政策に転じたために

日本より多くなっております。日本は、どこでも、い

つでも保険証１枚あれば医療にかかれますけれども、

イギリスはジェネラル・プラクティショナーというこ

とで、一般医を通さないと病院に行けません。これも、

ポケットマネーを出して高いお金を払えば、直接病院

に行けますけれども、公的医療制度に乗ってやる場合

には、まず開業医に診てもらわなくてはいけません。

イギリスの医療は、評判があまりよくないうえに、サ

ッチャーが総枠規制をやった結果、入院、手術待ちが1

年以上になったという信じられない状況が起きました。

そして、医療過誤もふえてきたということがあります。

四、五年前に大スキャンダルになってしまったことで

すが、手術ができないのでフランスに患者さんを送っ

てフランスで手術をするということもおきました。イ

ンフルエンザが流行したときには高齢者は入院できな

くて、在宅で亡くなる人が続出したそうです。

看護師も、毎年2万人以上の看護師を雇わなくてはい

けないのですが、そのうち半分以上は外国からしか雇

えない。つまり非常に仕事がきつい上に給料が少ない

ということで、働く条件が今の日本の介護士と同じよ

うな状況なので外国から雇わなくてはいけない。医師

も4 0％は外国人です。考えられないような状況になって

おります。

2年前、グラスゴー空港に車ごと突っ込むテロを試み

た8人がおりました。逮捕された8人のうち6人が外国人

医師でした。日本も最近は現場の人たちがものすごく

怒っていますから、テロをやりかねないぐらいの状況
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ですけれども、さすがに日本ではそういうことは起き

ませんね。ブレア首相がこれではいけないということ

で、2 0 0 0年に毎年6 .数％の医療費を増やして、全体的に

は5 0％増やすためにいろいろな改革をやりました。

私は去年、イギリスに2週間ほどおりましたけれども、

医療の問題が新聞にしょっちゅう出ておりまして、な

かなか問題の根が深くて少しずつよくはなっているの

ですが深刻さを反転できない状況です。

この両国の失敗から何を学ぶかといいますと、不用

意な総医療費抑制、市場原理化は医療の荒廃を招く。

これは何年か前から言われていて私も主張してきたの

ですが、日本も見事にそれをやってしまい、あっとい

う間に崩壊し始めているということは皆様もよくご存

じだと思います。そして一度荒廃すると、回復には莫

大な支出やエネルギーが要るし、時間も要します。イ

ギリスがいい例ですし、アメリカはあれだけやろうと

しても現実にできない。公的保険を縮小して民間保険

で肩がわりをするという考え方があって、経済財政諮

問会議や規制改革会議で盛んに論議されましたけれど

も、実際にはほかの国ではうまくいっていません。よ

ほど綿密な計画を立てない限り、アメリカのように実

は公的保険がどんどん蝕まれ民間保険に食われており

ます。オバマ大統領は今、民間保険は悪だと言ってい

ます。彼らが勝手にやるから今こんなに悪くなったと。

でも、オバマ大統領でさえそれを直せない状況です。

1 9 4 7年に、チャーチルが第二次世界大戦で英雄となっ

て、そして総選挙に臨みました。しかしここで大敗し

てしまいまして、「民主主義政府は最悪の選択だ。けれ

ども、今まで試されたどのシステムよりましである」

と。つまり、彼は、民主主義というのは決して完全な

ものではないということを言いたかったのでしょう。

資本主義経済は、チャーチルの言葉をかりれば最悪の

選択であるけれども、共産主義とか独裁主義とか社会

主義とか、今まで試されたほかのシステムよりはまし

だと、そのぐらいの謙虚さを持っていただかなければ

いけない。小泉政権のときに、いろいろな経済学者を

含めて、市場原理に任せることが一番いいということ

がまかり通ってきた。今回のアメリカのリーマンショ

ック以来のサブプライムローンなどのいろいろな問題

も、あまりにも市場原理を過信したということであり

ます。

■日本の医療制度、医療行政の現状と課題

日本の医療制度は、よく考えてみたらいいことがい

っぱいあります。まず、医療費がとても安い。安過ぎ

て我々は今困っているわけですが、ＯＥＣＤ3 0カ国の中

では2 2位であります。いつでもどこでも診てもらえる。

新生児・乳児死亡率は世界で最低であるし最長寿国で

あるということで、ＷＨОの医療制度評価も非常にい

い成績をもらっています。こういう医療の評価をする

ときに、アクセスがいいかどうか、コストがリーズナ

ブルかどうか、それから安全か、質がきちんと保証さ

れているかという視点でやりますと、日本は実はあま

り悪くないという結果が出ています。

アメリカではメディケイドという低所得者の公的保

険がありまして、連邦政府と州が両方でお金を出し合

って運営しています。最近はこの予算が足りなくなっ

てしまい、少なからぬ州で、最初の3カ月か4カ月で予算

を使い切ってしまう。オレゴン州はたまりかねて、日

本ではちょっと考えられないような社会実験をやりま

した。例えばある若い人が急性の病気になったら幾ら

お金がかかっても出すけれど、お年寄りが例えば冠動

脈のバイパスにお金を使っても、この人はあと数年し

か寿命がないのにあまり意味がない。若い人ならたく

さん働いて税金も払ってくれるというふうに優先順位

をつけて予算を使い分けたのです。

結局結論としては、同時にアクセス、コスト、質の

三つのことは満たせないということです【P P T 2】。です

からお金を削ればどこかの具合が悪くなる。もちろん

いろいろな工夫で何とかこれをやっているからこそ日

本はアクセスもいいし、コストも安いし、質も医者を

選ぶも寿命のうちと言いますがいい医療を受けられる

可能性がある。でもそれも最近は怪しくなってきたと

いうことです。

問題点を整理しますと、医療には余りにも多くの省

庁がかかわり過ぎています。救急医療は消防庁、つま

り総務省ですね。玄関までは消防庁、玄関から先は厚
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るわけがないと、ある論説の中で発言しておられます。

国立がんセンターがあるではないかと皆さんはお思

いになるかもしれませんが、国立がんセンターは、病

床数が6 0 0床以上なのに研究所と病院を合わせて正規の

スタッフは九百何十名です。本当に日本の医療スタッ

フは余りにも少ない。この中で、よく日々の診療をや

っていると思います。

しかし、アメリカも決していいことばかりではあり

ません。私がおりました7 0年代のアメリカはのどかな時

代でして、比較的医療がうまくいっており、アクセス

もよかった。しかしアメリカも景気が悪くなって、レ

ーガンの8 0年代は景気が悪い上に医療費が高騰してきま

した。そこでレーガンが、民間保険(ヘルス・メンテナ

ンス・オーガニゼーション、H M O)の認定要件のハード

ルを低くするという規制緩和をやりまして、民間保険

をどんどん医療の中身に入れてきました。そうしたら

あっという間に医療が崩壊して、4 , 7 0 0万人の保険未加

入者、これは中から中の上ぐらいの所得の人たちです

けれども、そういう所得層の人たちが年間1 5 0万円以上

の保険料を払わなければまともなカバーをしてもらえ

ないような状況が起きてしまいました。

マイケル・ムーア監督がつくった「シッコ」という

映画でもありましたが、お金を払えない患者は車で遠

くに連れていって捨ててしまうというような状況も起

きています。現在、オバマ大統領が公的保険も含めた

医療保険改革をやろうとしておりますが非常に困難な

状況で、上院と下院で別々の案が通りましたが、その

すり合わせをしなければ最終的に案になりません。た

だ、全く民主党の強い地盤であったマサチューセッツ

州で共和党が圧勝しました。これで上院が議事妨害を

防止できなくなった状況です。ですからオバマの支持

率も下がるし、非常に困難になっています。クリント

ンも同じことをやりましたが失敗しました。オバマで

さえこんな状況です。ですから、医療というのは、ア

メリカではなかなか大変な状況です。

イギリスもサッチャーが医療費の総枠規制をやり、

市場原理を入れようとしました。これでイギリスの医

療もあっという間に崩壊しました。イギリスは先進国

の中では珍しく税金で本体をやっておりますが、数年

前までは日本より総医療費は少なかった。最近は、た

まりかねてブレアが医療費の増加政策に転じたために

日本より多くなっております。日本は、どこでも、い

つでも保険証１枚あれば医療にかかれますけれども、

イギリスはジェネラル・プラクティショナーというこ

とで、一般医を通さないと病院に行けません。これも、

ポケットマネーを出して高いお金を払えば、直接病院

に行けますけれども、公的医療制度に乗ってやる場合

には、まず開業医に診てもらわなくてはいけません。

イギリスの医療は、評判があまりよくないうえに、サ

ッチャーが総枠規制をやった結果、入院、手術待ちが1

年以上になったという信じられない状況が起きました。

そして、医療過誤もふえてきたということがあります。

四、五年前に大スキャンダルになってしまったことで

すが、手術ができないのでフランスに患者さんを送っ

てフランスで手術をするということもおきました。イ

ンフルエンザが流行したときには高齢者は入院できな

くて、在宅で亡くなる人が続出したそうです。

看護師も、毎年2万人以上の看護師を雇わなくてはい

けないのですが、そのうち半分以上は外国からしか雇

えない。つまり非常に仕事がきつい上に給料が少ない

ということで、働く条件が今の日本の介護士と同じよ

うな状況なので外国から雇わなくてはいけない。医師

も4 0％は外国人です。考えられないような状況になって

おります。

2年前、グラスゴー空港に車ごと突っ込むテロを試み

た8人がおりました。逮捕された8人のうち6人が外国人

医師でした。日本も最近は現場の人たちがものすごく

怒っていますから、テロをやりかねないぐらいの状況
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ども、申請をするとまずその申請を何度も何度も突き

返されて、受け付けるまでに3年もかかるという例があ

ります。それからまた審査になるわけですから、長く

なるのが当たり前です。後でＰＭＤＡの体制なども申

し上げますけれども、非常に審査体制が悪い。それか

ら保険者ですが、国民健康保険と被用者保険ですね。

健保組合、そして今は協会けんぽになっていますが、

政府管掌保険があまりにも細切れでお互いに支え合う

体制になっていません。これも何とか再編・統合しな

ければいけません。これは大企業や労組や経団連など

は大反対をしますから大変な作業です。今、民主党が

これを掲げていますが、本当にやる気があるかどうか、

ちょっと心配です。

■医療行政の再編・統合に向けて

問題解決のキーワードですが、保険者を再編・統合

することがとても大事なことです。医療提供施設は、

やはり県単位とか道州制でもいいのですが、大きな単

位で再編・統合して役割分担を明確にしていかなけれ

ばいけないだろうと思います。政治家が市民病院とか

県立病院をどんどんつくっていったわけですから、こ

れをやるのは至難のわざですが民主党は一応やるとは

言っております。

それから医療にかかわる4省庁ですが、これはやはり

何とかしなければいけない。経済産業省は医療産業を

盛り立てようとしていますが、厚生労働省の医政局経

済課と結構綱引きをやっています。こんなことではだ

めで、医療機器などは全部経済産業省の医療関係のと

ころへ持っていってもいいぐらいだと私は思います。

ですから、こういう三つの再編・統合を行うことが絶

対に必要であろうと思っています。

混合診療の話もよく出ます。先ほども高度医療評価

制度とか、国が認めた混合診療の話が出ておりました。

それはそれで結構ですが、経済財政諮問会議の宮内さ

んなどは混合診療について、民間保険を入れ、ポケッ

トマネーで出せるものを全部混ぜるとおっしゃってい

ます。これでうまくいっている国はあまりありません。

シンガポールでは、リ・クワンユーが上手にこうした

施策を実施しています。お金持ちとお金のない人で受

けられる医療に大きな差を生まないようにし、そのか

わりお金持ちは大変なお金を出してホテル並みのとこ

ろで先進医療を受けるということができていますけれ

ども、少なくともアメリカではこれはうまくいってい

ない。そういう問題点を言わないで混合診療と言うの

は、非常に無責任だと思うのです。

それから、一番ポイントになるのは、新薬や抗がん

剤が入ってこないではないかという話です。欧米で認

めているようなもの、市販されているようなものは、

非常に簡単な手続で日本に入れればいいのです。これ

を民族差などと言って妨害している厚生労働省は非常

に問題があります。民族差が本当に証明された薬剤な

んてないわけですね。イレッサが日本では間質性肺炎

が多いと言われましたけれども、あれも日本では少し

甘い基準で使い過ぎたのではないかと思います。タミ

フルもどこまで真実かわからない。それよりも、一度

マーケットに出てからとんでもない副作用が出ること

の方がむしろ多いわけでして、皆さんが一番よく覚え

ているのはサリドマイドですね。サリドマイドは、と

てもいい鎮静薬ということでドイツから発売されまし

たが、悲惨な手足の奇形が起きてしまった。それから

バイオックスはＣＯＸ2と言われる新しいN S A I D(非ステ

ロイド系消炎鎮痛薬)ですが、これも実は心臓血管死や

脳血管死が多いということで問題になりました。これ

を出したメルク社がこのことを隠していたものですか

ら、ＦＤＡを巻き込んだ大スキャンダルになりました。

アヴァンディアは糖尿病薬ですが、これも心臓血管死

が多いというメタスタディが出て、今要注意が出てお
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労省、こんなシステムはほかの国では例がありません。

医師養成は文科省と厚労省がかかわっています。先ほ

どの卒後研修制度が不完全な形で実施されたのも、こ

ういった綱引きがあるからです。私が医学部長の時に、

我々を集めて両省が協力し合っていることを一生懸命

宣伝していましたけれども、内容は一つも協力し合っ

ているものではありませんでした。

医学部の学生は定員を5割増やすということもありま

すが、少し前向きの進歩かと思ったら先ほど示しまし

たように、日本は教育スタッフが欧米に比べて3分の1か

ら5分の1、アメリカに比べると場合によっては1 0分の1

ぐらいしかおりません。そういったところで5割も医学

部の学生を増やされたらどうでしょう。教育スタッフ

は今、診療、研究、教育を全部やっています。こうい

うことを考えれば、医師養成制度についても本当に不

備だらけであります。

そして日本は、まだ医療の質を客観的に外から評価

する制度ができていないという問題もあります。厚労

省のホームページをみますと、ＤＰＣ（包括評価）に

よって、どのくらいの死亡率か、どのくらい手術をや

っているかとかは大体出ますけれども細かいところま

ではなかなか出ません。でも今はこういうデータを持

っていますから、ＤＰＣ病院に関しては今後これが出

てくるだろうと予想しています。

そして、先ほども言いました医療施設が大変多いこ

とによって、症例数も少なく、教育するべき医師たち

を分散してしまうということもあります。

また私が今一番問題だと思うのは、地域医療の根幹

をなしている自治体病院が9 6 0もあり、重要な役割を果

たしている。しかし自治体病院が、県立病院、市立病

院、町立病院と、運営母体が細切れになっていること

は問題です。これも異常な事態なので何とかしなけれ

ばいけません。今あちこちで県立、市立、町立を再

編・統合するという動きも出てきていますが、県単位

ぐらいのもっと大きな観点からやっていかざるを得な

いだろうということもあります。

また、女性医療従事者の働く環境も良くありません。

看護師にしても医師にしても、不規則な時間に働く女

性たちが結婚して子どもができたりするとハンディを

負うことになります。こういったことも先進国の中で

非常に遅れている問題ですし、公的教育支援も先進国

の中で最低というありがたくないランクをもらってお

ります。世界中の要人を集めてスイスでダボス会議を

やっておりますが、主催している世界経済フォーラム

が、政治、経済、教育、医療の分野で男性と女性が対

等に競争する環境が整っているかどうかという評価を

したら、日本は1 2 8カ国の中で9 1位という数字が出てお

ります。日本より低いのは韓国が9 7位ですが、中国は7 3

位、ベトナムは4 2位ですから、日本はかなり低いところ

にいるわけです。

欧米各国では、専門家庭医、家庭医を専門医とみて

養成する制度があります。特にアメリカなどではレジ

デント制度になっていますから、非常にしっかりした

家庭医のトレーニング制度があって、しかもボードと

いう専門医試験を受けなくてはいけない。それで認定

されるのですが、日本はこういう制度がないというこ

とも一つ問題だろうと思います。昔は、開業する先生

方は、4 0歳を過ぎていろいろなことを学んでから開業

される方が多かった。ですからかかりつけ医として地

域医療の中でいろいろな役割を果たしておられたわけ

です。しかし、そういった方々が最近はだんだん少数

派になってきて、若い3 0代で専門に限って開業して、

ビル診療と言われるように夜になると鍵をかけていな

くなってしまうような状況になってきました。こうな

った以上、欧米並みにかかりつけ医あるいは家庭医を

専門医として養成する、そしてそれなりの待遇をする

システムをつくっていく必要があるのではないかと思

います。

それから、まさに北海道臨床開発機構の取り組みの

ように、新薬を開発したり新しい医療機器を開発する

のに、日本は障害だらけという現実があります。新薬

を審査する人たちも少ないし、医療機器を審査する人

たちも少ない。大体、欧米で出た医療機器や新薬が日

本に入ってくるには平均4年、長いものになると大体6年

以上は当たり前です。厚生労働省に言わせると、新薬

などの承認機関は、ＦＤＡでは1 2カ月だけど日本は2 0カ

月程度なのでそんなに長くないということを平気で言

います。先ほどのご発表の中にも出ておりましたけれ
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ども、申請をするとまずその申請を何度も何度も突き

返されて、受け付けるまでに3年もかかるという例があ

ります。それからまた審査になるわけですから、長く

なるのが当たり前です。後でＰＭＤＡの体制なども申

し上げますけれども、非常に審査体制が悪い。それか

ら保険者ですが、国民健康保険と被用者保険ですね。

健保組合、そして今は協会けんぽになっていますが、

政府管掌保険があまりにも細切れでお互いに支え合う

体制になっていません。これも何とか再編・統合しな

ければいけません。これは大企業や労組や経団連など

は大反対をしますから大変な作業です。今、民主党が

これを掲げていますが、本当にやる気があるかどうか、

ちょっと心配です。

■医療行政の再編・統合に向けて

問題解決のキーワードですが、保険者を再編・統合

することがとても大事なことです。医療提供施設は、

やはり県単位とか道州制でもいいのですが、大きな単

位で再編・統合して役割分担を明確にしていかなけれ

ばいけないだろうと思います。政治家が市民病院とか

県立病院をどんどんつくっていったわけですから、こ

れをやるのは至難のわざですが民主党は一応やるとは

言っております。

それから医療にかかわる4省庁ですが、これはやはり

何とかしなければいけない。経済産業省は医療産業を

盛り立てようとしていますが、厚生労働省の医政局経

済課と結構綱引きをやっています。こんなことではだ

めで、医療機器などは全部経済産業省の医療関係のと

ころへ持っていってもいいぐらいだと私は思います。

ですから、こういう三つの再編・統合を行うことが絶

対に必要であろうと思っています。

混合診療の話もよく出ます。先ほども高度医療評価

制度とか、国が認めた混合診療の話が出ておりました。

それはそれで結構ですが、経済財政諮問会議の宮内さ

んなどは混合診療について、民間保険を入れ、ポケッ

トマネーで出せるものを全部混ぜるとおっしゃってい

ます。これでうまくいっている国はあまりありません。

シンガポールでは、リ・クワンユーが上手にこうした

施策を実施しています。お金持ちとお金のない人で受

けられる医療に大きな差を生まないようにし、そのか

わりお金持ちは大変なお金を出してホテル並みのとこ

ろで先進医療を受けるということができていますけれ

ども、少なくともアメリカではこれはうまくいってい

ない。そういう問題点を言わないで混合診療と言うの

は、非常に無責任だと思うのです。

それから、一番ポイントになるのは、新薬や抗がん

剤が入ってこないではないかという話です。欧米で認

めているようなもの、市販されているようなものは、

非常に簡単な手続で日本に入れればいいのです。これ

を民族差などと言って妨害している厚生労働省は非常

に問題があります。民族差が本当に証明された薬剤な

んてないわけですね。イレッサが日本では間質性肺炎

が多いと言われましたけれども、あれも日本では少し

甘い基準で使い過ぎたのではないかと思います。タミ

フルもどこまで真実かわからない。それよりも、一度

マーケットに出てからとんでもない副作用が出ること

の方がむしろ多いわけでして、皆さんが一番よく覚え

ているのはサリドマイドですね。サリドマイドは、と

てもいい鎮静薬ということでドイツから発売されまし

たが、悲惨な手足の奇形が起きてしまった。それから

バイオックスはＣＯＸ2と言われる新しいN S A I D(非ステ

ロイド系消炎鎮痛薬)ですが、これも実は心臓血管死や

脳血管死が多いということで問題になりました。これ

を出したメルク社がこのことを隠していたものですか

ら、ＦＤＡを巻き込んだ大スキャンダルになりました。

アヴァンディアは糖尿病薬ですが、これも心臓血管死

が多いというメタスタディが出て、今要注意が出てお
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労省、こんなシステムはほかの国では例がありません。

医師養成は文科省と厚労省がかかわっています。先ほ

どの卒後研修制度が不完全な形で実施されたのも、こ

ういった綱引きがあるからです。私が医学部長の時に、

我々を集めて両省が協力し合っていることを一生懸命

宣伝していましたけれども、内容は一つも協力し合っ

ているものではありませんでした。

医学部の学生は定員を5割増やすということもありま

すが、少し前向きの進歩かと思ったら先ほど示しまし

たように、日本は教育スタッフが欧米に比べて3分の1か

ら5分の1、アメリカに比べると場合によっては1 0分の1

ぐらいしかおりません。そういったところで5割も医学

部の学生を増やされたらどうでしょう。教育スタッフ

は今、診療、研究、教育を全部やっています。こうい

うことを考えれば、医師養成制度についても本当に不

備だらけであります。

そして日本は、まだ医療の質を客観的に外から評価

する制度ができていないという問題もあります。厚労

省のホームページをみますと、ＤＰＣ（包括評価）に

よって、どのくらいの死亡率か、どのくらい手術をや

っているかとかは大体出ますけれども細かいところま

ではなかなか出ません。でも今はこういうデータを持

っていますから、ＤＰＣ病院に関しては今後これが出

てくるだろうと予想しています。

そして、先ほども言いました医療施設が大変多いこ

とによって、症例数も少なく、教育するべき医師たち

を分散してしまうということもあります。

また私が今一番問題だと思うのは、地域医療の根幹

をなしている自治体病院が9 6 0もあり、重要な役割を果

たしている。しかし自治体病院が、県立病院、市立病

院、町立病院と、運営母体が細切れになっていること

は問題です。これも異常な事態なので何とかしなけれ

ばいけません。今あちこちで県立、市立、町立を再

編・統合するという動きも出てきていますが、県単位

ぐらいのもっと大きな観点からやっていかざるを得な

いだろうということもあります。

また、女性医療従事者の働く環境も良くありません。

看護師にしても医師にしても、不規則な時間に働く女

性たちが結婚して子どもができたりするとハンディを

負うことになります。こういったことも先進国の中で

非常に遅れている問題ですし、公的教育支援も先進国

の中で最低というありがたくないランクをもらってお

ります。世界中の要人を集めてスイスでダボス会議を

やっておりますが、主催している世界経済フォーラム

が、政治、経済、教育、医療の分野で男性と女性が対

等に競争する環境が整っているかどうかという評価を

したら、日本は1 2 8カ国の中で9 1位という数字が出てお

ります。日本より低いのは韓国が9 7位ですが、中国は7 3

位、ベトナムは4 2位ですから、日本はかなり低いところ

にいるわけです。

欧米各国では、専門家庭医、家庭医を専門医とみて

養成する制度があります。特にアメリカなどではレジ

デント制度になっていますから、非常にしっかりした

家庭医のトレーニング制度があって、しかもボードと

いう専門医試験を受けなくてはいけない。それで認定

されるのですが、日本はこういう制度がないというこ

とも一つ問題だろうと思います。昔は、開業する先生

方は、4 0歳を過ぎていろいろなことを学んでから開業

される方が多かった。ですからかかりつけ医として地

域医療の中でいろいろな役割を果たしておられたわけ

です。しかし、そういった方々が最近はだんだん少数

派になってきて、若い3 0代で専門に限って開業して、

ビル診療と言われるように夜になると鍵をかけていな

くなってしまうような状況になってきました。こうな

った以上、欧米並みにかかりつけ医あるいは家庭医を

専門医として養成する、そしてそれなりの待遇をする

システムをつくっていく必要があるのではないかと思

います。

それから、まさに北海道臨床開発機構の取り組みの

ように、新薬を開発したり新しい医療機器を開発する

のに、日本は障害だらけという現実があります。新薬

を審査する人たちも少ないし、医療機器を審査する人

たちも少ない。大体、欧米で出た医療機器や新薬が日

本に入ってくるには平均4年、長いものになると大体6年

以上は当たり前です。厚生労働省に言わせると、新薬

などの承認機関は、ＦＤＡでは1 2カ月だけど日本は2 0カ

月程度なのでそんなに長くないということを平気で言

います。先ほどのご発表の中にも出ておりましたけれ
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の処方はある程度もらいますが投与もします。胸部外

科医について長く修業を積んだフィジシャンズアシス

タントでは、胸部外科医が外来で忙しい時に手術室で

かわりに開胸して待っているという最近の例も出てい

ました。非常に過激だと思いますが、欧米では大変柔

軟な考え方をしています。

日本がそこまでやるには、まずコメディカルの教育

制度をきちんと改善しなければいけません。看護師に

麻酔をやらせるアメリカの麻酔看護師制度では、優秀

な看護師を試験でさらに選んで2年間みっちりトレーニ

ングします。私も彼らと一緒に働いた経験からとても

よくできます。重症患者は任せられませんが、簡単な

麻酔は安心して任せることができます。こういうこと

で多忙な医師にはコメディカルのサポートが必要であ

り、コメディカルに柔軟にやらせるにはもっと教育体

制を整備してほしい。

私がここで一番言いたいのは、現状の教育体制や医

師法1 7条の下では医学生に医療行為を教えられないでは

ないかということです。アメリカで私が教えていたと

きは、場合によっては医学部の学生にマスクを持たせ

て気管挿管をさせても誰も文句を言いませんでしたし、

オーストラリアなどでは、虫垂切除ぐらいであれば平

気で学生にやらせているという現実もあります。

そう考えると、医師法第1 7条の解釈は少し厳し過ぎる

のではないか、我々はもう少し柔軟に考えなければい

けないのではないか、と考えています。卒業して国家

試験で紙切れ１枚もらって、あくる日から何でもでき

るようになるという方が患者さんにとってはよほど危

ないわけです。今の若い研修医たちは、一度教えると

一人前の医者になったと思って我々が見ていないとこ

ろでやりたがるのですね。もっと医学部在籍中の学生

の臨床教育を充実させるべきではないかと思います。

■働く女性医師への支援と出生率向上

日本の女性医師は欧米に比べてまだ少ないですが、

最近は入学者の女性の割合が3 0％、4 0％と増えてきてい

ます。それに応じて女性が柔軟に働けるような環境を

つくらなくてはいけません。小児科も産婦人科も、若

い世代で女性がどんどん増えています。せっかく高い

お金と長い時間を使って教育を受けているこういう人

たちが働きにくいという状況は何としても変えなくて

はいけない。これは欧米には見られない日本だけの状

況です。

ほかの例を挙げると日本は国会議員も非常に女性が

少なく、少し増えたようですが、欧米に比べるとまだ

まだ少ない。フィンランドとか北欧の国々は、女性に

対していろいろな形で支援をしていて、社会経済フォ

ーラムのランキングではほとんど上位に入っています。

先ほど言いましたように日本は9 1位という成績です。

そして、出生率が低いという問題があります。日本

では少子化担当大臣を置いて取り組んできていますが、

実は少子化担当大臣というのは部下も予算もありませ

ん。実質なにもできない大臣だったのです。日本の出

生率が非常に低いというのは、そういった国の政策に

問題があるということです。フランスの出生率は、一

時随分下がったのですが、国のいろいろな手厚い政策

によって最近は2 . 2ぐらいになっています。そういった

政策転換をしなければ、何の役にも立たないというこ

とを我々は言わなければいけません。

また、保育所不足で待機児童が2万5 , 0 0 0人いるという

問題があります。最近、不景気で増えているそうです

が、実質的に本当に必要な人数とは7 0万人くらいだそう

です。いろいろな形で諦めてしまっているようですが、

両親の目が届かないような不法な保育所に預けざるを

得ない、そういった状況があります。これも医療制度

をきちんと直す上で我々が考えていかなくてはいけな

いことだろうと思います。

先ほど教育に対する公的支出は非常に低いと言いま

したが、これは最低です。去年やっと韓国に次いで下

から2番目になりました。こうした教育支援は、民主党

がいろいろな政策を出していますが、とにかく子育て、

子どもを支援する、その面倒を見ている女性、お母さ

んたちを支援することが大事です。

■地域医療再生のポイント

地域医療再生をまとめてみましたが【P P T 5】、ニ次医
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ります。

こういったことだけではなく、エイズや薬害肝炎に

しても、そのものではないけれども、ウィルスが混入

しているということについても、すぐこういう情報を

キャッチして対応策を練ればよかった。ポスト・マー

ケティング・サーベイランスという言葉がありますが、

それをやらなかったのに民族差ということを平気で言

うのは省益維持としか考えられません。混合診療を唱

える一番の大きな理由として新薬が入ってこないとい

うのは行政改革で幾らでもできるはずなので、こうい

ったことに規制改革の目が向かないというのはおかし

な話です。

先ほどニ次医療圏の制度がほとんど崩壊していると

申し上げましたけれども、人口1 , 0 0 0人当たり小児科医

はどのくらいいるか【P P T 3】。1日4 0人診るとして大体

小児人口1 , 0 0 0人に小児科医1人は要りますが、1 , 0 0 0人に

1人を満足しているところはほんのわずかしかなくて、

ほとんどは平均値以下です。少なくともニ次医療圏を

中心として小児医療をきちんとやろうと思ったら、不

可能に近い状況になっているわけですね。こういった

厳しい現実があります。

産婦人科医療に関しても、2 0歳から4 0歳くらいの若い

女性1 , 0 0 0人当たりの産婦人科医は小児科医よりもっと

少ないわけで、非常に難しい状況があります【P P T 4】。

私は、全国のいろいろなところでお話しさせていただ

いておりますが、もう産婦人科がなくなった、小児科

がなくなった、あるいは外科医がいなくなった、外来

閉鎖、病棟閉鎖というところが軒並み出ているのを耳

にします。やはりもっと大きな単位で医療提供の再

編・統合を考えていかなくてはいけないだろうと思い

ます。

■日本の医療教育体制の課題

医師法第1 7条の話をします。医師法第1 7条では、医師

でなければ医業をなしてはならないと書いてあります。

個々の医療行為と医業というのは本来違うだろうと思

うのですね。医業というのはあくまでも自分で判断し

て治療をしてお金をいただくというのが医業ですが、

日本では昔からこれは全くイコールだと考えられてき

た。特に侵襲的な医療行為をやると医師法違反だとい

う話があります。医師法違反というのはこの第1 7条の話

をしているわけですね。

欧米ではこのような硬直した解釈はしていません。

私もアメリカで集中治療室などで働いておりましたが、

呼吸療法士、レスピラトリー・セラピストという職種

がいろいろなことをやってくれます。彼らは気管挿管

もとても上手で、動脈穿刺や人工呼吸器のセッティン

グの変更や、その病態に応じて我々より詳しくやって

くれます。我々は処方さえ出せばいいので非常に楽で

した。

最近厚生労働省に委員会ができて、ナース・プラク

ティショナーというのが今テーマになっています。ア

メリカやヨーロッパでは、ナース・プラクティショナ

ーは、ある程度の慢性的な病気は自分の裁量で診察し

て処方も出せて、いちいち医師の指示は要らないとい

う状況です。日本では今、東大の永井良三教授が委員

長で、厚生労働省で検討しております。

問題は看護師のレベルそのものが欧米に比べて低い

ことです。能力が低いのではなくて教育体制が悪く、

教育スタッフが少ないのです。医学部と同じです。彼

らにいきなりこんなことをやらせるという議論をする

こと自体、飛躍し過ぎているのではないかと思います。

フィジシャンズアシスタント(医師の助手)というのが

最近有名になっています。アメリカで7 0年代後半からこ

ういう職種がだんだん出てきまして、3年のトレーニン

グで試験を受ければ認定されます。極端な例では、集

中治療室で肺動脈カテーテルも入れますし、薬も医師
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の処方はある程度もらいますが投与もします。胸部外

科医について長く修業を積んだフィジシャンズアシス

タントでは、胸部外科医が外来で忙しい時に手術室で

かわりに開胸して待っているという最近の例も出てい

ました。非常に過激だと思いますが、欧米では大変柔

軟な考え方をしています。

日本がそこまでやるには、まずコメディカルの教育

制度をきちんと改善しなければいけません。看護師に

麻酔をやらせるアメリカの麻酔看護師制度では、優秀

な看護師を試験でさらに選んで2年間みっちりトレーニ

ングします。私も彼らと一緒に働いた経験からとても

よくできます。重症患者は任せられませんが、簡単な

麻酔は安心して任せることができます。こういうこと

で多忙な医師にはコメディカルのサポートが必要であ

り、コメディカルに柔軟にやらせるにはもっと教育体

制を整備してほしい。

私がここで一番言いたいのは、現状の教育体制や医

師法1 7条の下では医学生に医療行為を教えられないでは

ないかということです。アメリカで私が教えていたと

きは、場合によっては医学部の学生にマスクを持たせ

て気管挿管をさせても誰も文句を言いませんでしたし、

オーストラリアなどでは、虫垂切除ぐらいであれば平

気で学生にやらせているという現実もあります。

そう考えると、医師法第1 7条の解釈は少し厳し過ぎる

のではないか、我々はもう少し柔軟に考えなければい

けないのではないか、と考えています。卒業して国家

試験で紙切れ１枚もらって、あくる日から何でもでき

るようになるという方が患者さんにとってはよほど危

ないわけです。今の若い研修医たちは、一度教えると

一人前の医者になったと思って我々が見ていないとこ

ろでやりたがるのですね。もっと医学部在籍中の学生

の臨床教育を充実させるべきではないかと思います。

■働く女性医師への支援と出生率向上

日本の女性医師は欧米に比べてまだ少ないですが、

最近は入学者の女性の割合が3 0％、4 0％と増えてきてい

ます。それに応じて女性が柔軟に働けるような環境を

つくらなくてはいけません。小児科も産婦人科も、若

い世代で女性がどんどん増えています。せっかく高い

お金と長い時間を使って教育を受けているこういう人

たちが働きにくいという状況は何としても変えなくて

はいけない。これは欧米には見られない日本だけの状

況です。

ほかの例を挙げると日本は国会議員も非常に女性が

少なく、少し増えたようですが、欧米に比べるとまだ

まだ少ない。フィンランドとか北欧の国々は、女性に

対していろいろな形で支援をしていて、社会経済フォ

ーラムのランキングではほとんど上位に入っています。

先ほど言いましたように日本は9 1位という成績です。

そして、出生率が低いという問題があります。日本

では少子化担当大臣を置いて取り組んできていますが、

実は少子化担当大臣というのは部下も予算もありませ

ん。実質なにもできない大臣だったのです。日本の出

生率が非常に低いというのは、そういった国の政策に

問題があるということです。フランスの出生率は、一

時随分下がったのですが、国のいろいろな手厚い政策

によって最近は2 . 2ぐらいになっています。そういった

政策転換をしなければ、何の役にも立たないというこ

とを我々は言わなければいけません。

また、保育所不足で待機児童が2万5 , 0 0 0人いるという

問題があります。最近、不景気で増えているそうです

が、実質的に本当に必要な人数とは7 0万人くらいだそう

です。いろいろな形で諦めてしまっているようですが、

両親の目が届かないような不法な保育所に預けざるを

得ない、そういった状況があります。これも医療制度

をきちんと直す上で我々が考えていかなくてはいけな

いことだろうと思います。

先ほど教育に対する公的支出は非常に低いと言いま

したが、これは最低です。去年やっと韓国に次いで下

から2番目になりました。こうした教育支援は、民主党

がいろいろな政策を出していますが、とにかく子育て、

子どもを支援する、その面倒を見ている女性、お母さ

んたちを支援することが大事です。

■地域医療再生のポイント

地域医療再生をまとめてみましたが【P P T 5】、ニ次医
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ります。

こういったことだけではなく、エイズや薬害肝炎に

しても、そのものではないけれども、ウィルスが混入

しているということについても、すぐこういう情報を

キャッチして対応策を練ればよかった。ポスト・マー

ケティング・サーベイランスという言葉がありますが、

それをやらなかったのに民族差ということを平気で言

うのは省益維持としか考えられません。混合診療を唱

える一番の大きな理由として新薬が入ってこないとい

うのは行政改革で幾らでもできるはずなので、こうい

ったことに規制改革の目が向かないというのはおかし

な話です。

先ほどニ次医療圏の制度がほとんど崩壊していると

申し上げましたけれども、人口1 , 0 0 0人当たり小児科医

はどのくらいいるか【P P T 3】。1日4 0人診るとして大体

小児人口1 , 0 0 0人に小児科医1人は要りますが、1 , 0 0 0人に

1人を満足しているところはほんのわずかしかなくて、

ほとんどは平均値以下です。少なくともニ次医療圏を

中心として小児医療をきちんとやろうと思ったら、不

可能に近い状況になっているわけですね。こういった

厳しい現実があります。

産婦人科医療に関しても、2 0歳から4 0歳くらいの若い

女性1 , 0 0 0人当たりの産婦人科医は小児科医よりもっと

少ないわけで、非常に難しい状況があります【P P T 4】。

私は、全国のいろいろなところでお話しさせていただ

いておりますが、もう産婦人科がなくなった、小児科

がなくなった、あるいは外科医がいなくなった、外来

閉鎖、病棟閉鎖というところが軒並み出ているのを耳

にします。やはりもっと大きな単位で医療提供の再

編・統合を考えていかなくてはいけないだろうと思い

ます。

■日本の医療教育体制の課題

医師法第1 7条の話をします。医師法第1 7条では、医師

でなければ医業をなしてはならないと書いてあります。

個々の医療行為と医業というのは本来違うだろうと思

うのですね。医業というのはあくまでも自分で判断し

て治療をしてお金をいただくというのが医業ですが、

日本では昔からこれは全くイコールだと考えられてき

た。特に侵襲的な医療行為をやると医師法違反だとい

う話があります。医師法違反というのはこの第1 7条の話

をしているわけですね。

欧米ではこのような硬直した解釈はしていません。

私もアメリカで集中治療室などで働いておりましたが、

呼吸療法士、レスピラトリー・セラピストという職種

がいろいろなことをやってくれます。彼らは気管挿管

もとても上手で、動脈穿刺や人工呼吸器のセッティン

グの変更や、その病態に応じて我々より詳しくやって

くれます。我々は処方さえ出せばいいので非常に楽で

した。

最近厚生労働省に委員会ができて、ナース・プラク

ティショナーというのが今テーマになっています。ア

メリカやヨーロッパでは、ナース・プラクティショナ

ーは、ある程度の慢性的な病気は自分の裁量で診察し

て処方も出せて、いちいち医師の指示は要らないとい

う状況です。日本では今、東大の永井良三教授が委員

長で、厚生労働省で検討しております。

問題は看護師のレベルそのものが欧米に比べて低い

ことです。能力が低いのではなくて教育体制が悪く、

教育スタッフが少ないのです。医学部と同じです。彼

らにいきなりこんなことをやらせるという議論をする

こと自体、飛躍し過ぎているのではないかと思います。

フィジシャンズアシスタント(医師の助手)というのが

最近有名になっています。アメリカで7 0年代後半からこ

ういう職種がだんだん出てきまして、3年のトレーニン

グで試験を受ければ認定されます。極端な例では、集

中治療室で肺動脈カテーテルも入れますし、薬も医師
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も同じ労働時間であれば同じ待遇ですし、いろいろな

福利厚生費もきちんと保障するという形をとっており

ます。こういったことが日本ではあまりにも欠落して

います。社会福祉に大きなお金を投資しているにもか

かわらず、世界の経済競争力の順位は、北欧の国々は

ほとんど1 0位以内に入っております。こういったことも

我々は参考にすべきではないでしょうか。

公共事業は日本は断然トップです。最近随分減って

きていると言いながら、まだほかの国を合わせたもの

よりも多いです。民主党がかなり過激な政策をやって

おりますが、特別会計のような聖域は設けるべきでは

ないと思います。

また社会保険料、給与をどのくらい払っているかと

いう話ですが、ヨーロッパの企業は事業主負担でいく

と本人に対して3倍ぐらい払っているところが多いです。

ドイツは両方ともたくさん払わされていますが、イギ

リスはもともと医療は税金でやっていますから高い数

字になるのでしょう。経団連がよく例に出すのはアメ

リカで、事業主も本人もわずかしか払っていない。こ

れはあくまでも公的な福利厚生費や年金などで、実は

私的なものはたくさん払っております。ＧＭなどは退

職者の年金から医療から全部面倒をみていたというの

で、あれ程の赤字になってしまったのです。マイクロ

ソフト社などアメリカの大企業はみんなそうです。そ

ういったことを言わないで法人税だけどうのこうのと

いうのはごまかしだと思います。

【P P T 6】は経済波及効果と言って、池にぽんと石を

投げるといろいろな形で波が広がっていって関連産業

が発展していく、その数値を出したものです。これを

比較しますと、医療、介護、社会保険といったところ

は公共事業に比べて高いのです。ここには医療産業が

入っていませんが、医療産業は恐らくもっと高いので

はないかと思います。社会福祉というのは、雇用だけ

を生み出すわけではなく、実は公共事業よりも経済波

及効果があるのだということを我々はもっと知ってい

いのではないでしょうか。

■医薬品・医療機器の承認の課題

新薬の承認についてお話します。最近は、日本初の

薬まで海外で治験をやります。海外で治験をやって海

外から逆輸入されるケースが増えていて、医薬品につ

いても輸入が増えてしまいました。

では、医療機器に関してはどうか。【P P T 7】は、輸出

額から輸入額を引いて、両方を足したもので割ったも

ので、マイナスになればなるほど輸出が減っていると

いうことです。診断機器は非常に悪いのですが、治療

機器になりますとこの指数がかなりマイナスになって

います。つまり、リスクのあるような機器は日本企業

はほとんど手を出さなくなっています。改正薬事法で

ますます締めつけられて、日本で新しい医療機器を開

発することが難しくなってきているという事実がござ

います。

では、先ほどから話が出ているＰＭＤＡ（医薬品医

療機器総合機構）について言うと、日本の公務員とい

うのは欧米に比べると総合的に見ても少ない。公務員

改革が叫ばれているけれども公務員を減らせばいいと

いうものではない。日本では非常に無駄がありまして、

3 1万人の国家公務員のうち2 1万人が地方に張りついてい

るというダブル行政になっているわけです。しかも、

4 , 7 0 0ぐらいの法人に対して天下りが2万6 , 0 0 0人も出てい

て、ここに国費が1 2兆5 , 0 0 0億円も使われている。つま

り隠れ公務員が多いのだということです。

医療機器の審査を担当する人数を見ますとＰＭＤＡ

は3 5名しかいません。今後5カ年計画で1 0 4名にすると言

っているけれども、なかなか集まらない。なぜ集まら
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療圏で救急、産婦人科、小児科といったサービスを自

己完結させるのは不可能ですので、もっと大きな単位

で病院を再編・統合していかなくてはいけません。こ

れはあちらこちらの自治体が試みています。

それから、医師派遣機能を大学に戻すべきだと思っ

ています。旧態依然とした状況に戻すのではなく、大

学と地域の基幹病院が共同で医学部の学生や研修医の

教育に当たるような仕組みづくり、地域にきちんと医

者が居着くようにしなければいけません。アメリカの

研修制度は、卒業時点で専門を決めて、それから志望

者と教育病院の間でマッチングします。レジデントで

も大学病院と一般病院、基幹病院が協力して教育する

わけです。日本はただマッチングしてどこへ行っても

いいとしてしまったから、あっという間に大学から卒

業生がいなくなってしまった。非常な失政だと私は思

っております。

自治体病院も余りにも細切れ過ぎます。この経営母

体は統一していかなくてはいけない。こういう試み

は全国でやっていまして、山形県では日本海病院と

酒田市立病院を独法化して二つを一緒にして急性期

と亜急性期に役割を分けました。これは兵庫県の豊

岡市でも市長がみずから音頭をとってやりました。

また、大学病院の附属化を選んだ自治体病院もあり、

これがうまくいくのであればなかなかいい方法かな

と思っています。

それに対して去年厚生労働省が出した地域医療再生

基金は、6月に出して1 0月に締め切って医療施設間の互

いの調整の時間もろくに与えずに案を出させました。

民主党が三千何百億円のうちから7 5 0億円を削りました。

こんなことも霞ヶ関がすべて仕きるのではなく地方に

お金を渡して各都道府県で考えてもらえばいいわけで

す。今まですべて失敗してきたのに、まだ権限とお金

を持っておまえたちに分けてやるぞという態度はちょ

っと傲慢過ぎるのではないでしょうか。

特に産婦人科医、麻酔科医、小児科医、救急医とい

った専門医の配置は、地方自治体と専門学会が主体的

にやらなければいけません。産婦人科学会などは既に

やっているようですが、学会がもっと主体的な役割を

果たすべきだと思っています。

日本では学会という名前でいかにもアカデミックな

というのが前に出ておりますが、欧米では学会ではな

くてソサエティーになっています。職能団体という側

面も持っていてロビー活動から何から非常に熱心にや

っていて、そうしたことにも口を出していますので、

こういったことも日本の学会は担っていくべきではな

いでしょうか。

■医療への投資がもたらす経済効果

国民が払っている税金とか保険料ですが、日本は実

は非常に少なくて、アメリカに次いで低い。ＯＥＣＤ

の国々はみんな高くて合わせて7割近くも払っている。

こんなに高い税金や保険料をどうして払えるのか。そ

れは国に対する信頼が絶大だからです。私はＩＳＯの

麻酔集中治療関係の医療機器の国際委員会に日本を代

表して毎年行っておりますが、そこで「皆さんはよく

そんな高い税金や保険料を払っていますね」と問いか

けてみたら、「自分たちが年をとったり病気になったと

きに誰が面倒をみてくれるのか。国しかないではない

か」という反応が返ってくるわけです。日本は、年金

が消えたりグリーンピアという建物になってしまった

りと、国しか面倒をみてくれないという感覚は我々に

はないわけです。日本の国はそこも考え直すべきです。

ヨーロッパなどの国々の政策をみていますと、医療を

非常に重要な経済活性化の鍵と考えていて、医療への

投資が経済成長率の中で1 6％から2 7％占めていると5年

前に報告が出ておりますし、医療制度そのものの経済

効果もＧＤＰの7％です。金融は5％です。ＥＵの域外と

域内の貿易収支をみると、少し古いデータですが、製

薬産業は3兆6 , 0 0 0億円も黒字を差額で稼ぎ出していま

す。2位が動力機械産業で1兆4 , 0 0 0億円です。動力機械

産業というのは車です。日本はトヨタや日産に頼らな

いと国が立ち行かないような議論をしますが、ヨーロ

ッパでは医療でもっと稼いでいるわけです。我々はこ

ういったことも頭に入れるべきではないかと思います。

特にＥＵの国々の中でも、北欧の国々は医療や福祉、

教育に大きな投資を行って、女性とか高齢者あるいは

障害者が働く環境を整備しています。非正規であって
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も同じ労働時間であれば同じ待遇ですし、いろいろな

福利厚生費もきちんと保障するという形をとっており

ます。こういったことが日本ではあまりにも欠落して

います。社会福祉に大きなお金を投資しているにもか

かわらず、世界の経済競争力の順位は、北欧の国々は

ほとんど1 0位以内に入っております。こういったことも

我々は参考にすべきではないでしょうか。

公共事業は日本は断然トップです。最近随分減って

きていると言いながら、まだほかの国を合わせたもの

よりも多いです。民主党がかなり過激な政策をやって

おりますが、特別会計のような聖域は設けるべきでは

ないと思います。

また社会保険料、給与をどのくらい払っているかと

いう話ですが、ヨーロッパの企業は事業主負担でいく

と本人に対して3倍ぐらい払っているところが多いです。

ドイツは両方ともたくさん払わされていますが、イギ

リスはもともと医療は税金でやっていますから高い数

字になるのでしょう。経団連がよく例に出すのはアメ

リカで、事業主も本人もわずかしか払っていない。こ

れはあくまでも公的な福利厚生費や年金などで、実は

私的なものはたくさん払っております。ＧＭなどは退

職者の年金から医療から全部面倒をみていたというの

で、あれ程の赤字になってしまったのです。マイクロ

ソフト社などアメリカの大企業はみんなそうです。そ

ういったことを言わないで法人税だけどうのこうのと

いうのはごまかしだと思います。

【P P T 6】は経済波及効果と言って、池にぽんと石を

投げるといろいろな形で波が広がっていって関連産業

が発展していく、その数値を出したものです。これを

比較しますと、医療、介護、社会保険といったところ

は公共事業に比べて高いのです。ここには医療産業が

入っていませんが、医療産業は恐らくもっと高いので

はないかと思います。社会福祉というのは、雇用だけ

を生み出すわけではなく、実は公共事業よりも経済波

及効果があるのだということを我々はもっと知ってい

いのではないでしょうか。

■医薬品・医療機器の承認の課題

新薬の承認についてお話します。最近は、日本初の

薬まで海外で治験をやります。海外で治験をやって海

外から逆輸入されるケースが増えていて、医薬品につ

いても輸入が増えてしまいました。

では、医療機器に関してはどうか。【P P T 7】は、輸出

額から輸入額を引いて、両方を足したもので割ったも

ので、マイナスになればなるほど輸出が減っていると

いうことです。診断機器は非常に悪いのですが、治療

機器になりますとこの指数がかなりマイナスになって

います。つまり、リスクのあるような機器は日本企業

はほとんど手を出さなくなっています。改正薬事法で

ますます締めつけられて、日本で新しい医療機器を開

発することが難しくなってきているという事実がござ

います。

では、先ほどから話が出ているＰＭＤＡ（医薬品医

療機器総合機構）について言うと、日本の公務員とい

うのは欧米に比べると総合的に見ても少ない。公務員

改革が叫ばれているけれども公務員を減らせばいいと

いうものではない。日本では非常に無駄がありまして、

3 1万人の国家公務員のうち2 1万人が地方に張りついてい

るというダブル行政になっているわけです。しかも、

4 , 7 0 0ぐらいの法人に対して天下りが2万6 , 0 0 0人も出てい

て、ここに国費が1 2兆5 , 0 0 0億円も使われている。つま

り隠れ公務員が多いのだということです。

医療機器の審査を担当する人数を見ますとＰＭＤＡ

は3 5名しかいません。今後5カ年計画で1 0 4名にすると言

っているけれども、なかなか集まらない。なぜ集まら
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療圏で救急、産婦人科、小児科といったサービスを自

己完結させるのは不可能ですので、もっと大きな単位

で病院を再編・統合していかなくてはいけません。こ

れはあちらこちらの自治体が試みています。

それから、医師派遣機能を大学に戻すべきだと思っ

ています。旧態依然とした状況に戻すのではなく、大

学と地域の基幹病院が共同で医学部の学生や研修医の

教育に当たるような仕組みづくり、地域にきちんと医

者が居着くようにしなければいけません。アメリカの

研修制度は、卒業時点で専門を決めて、それから志望

者と教育病院の間でマッチングします。レジデントで

も大学病院と一般病院、基幹病院が協力して教育する

わけです。日本はただマッチングしてどこへ行っても

いいとしてしまったから、あっという間に大学から卒

業生がいなくなってしまった。非常な失政だと私は思

っております。

自治体病院も余りにも細切れ過ぎます。この経営母

体は統一していかなくてはいけない。こういう試み

は全国でやっていまして、山形県では日本海病院と

酒田市立病院を独法化して二つを一緒にして急性期

と亜急性期に役割を分けました。これは兵庫県の豊

岡市でも市長がみずから音頭をとってやりました。

また、大学病院の附属化を選んだ自治体病院もあり、

これがうまくいくのであればなかなかいい方法かな

と思っています。

それに対して去年厚生労働省が出した地域医療再生

基金は、6月に出して1 0月に締め切って医療施設間の互

いの調整の時間もろくに与えずに案を出させました。

民主党が三千何百億円のうちから7 5 0億円を削りました。

こんなことも霞ヶ関がすべて仕きるのではなく地方に

お金を渡して各都道府県で考えてもらえばいいわけで

す。今まですべて失敗してきたのに、まだ権限とお金

を持っておまえたちに分けてやるぞという態度はちょ

っと傲慢過ぎるのではないでしょうか。

特に産婦人科医、麻酔科医、小児科医、救急医とい

った専門医の配置は、地方自治体と専門学会が主体的

にやらなければいけません。産婦人科学会などは既に

やっているようですが、学会がもっと主体的な役割を

果たすべきだと思っています。

日本では学会という名前でいかにもアカデミックな

というのが前に出ておりますが、欧米では学会ではな

くてソサエティーになっています。職能団体という側

面も持っていてロビー活動から何から非常に熱心にや

っていて、そうしたことにも口を出していますので、

こういったことも日本の学会は担っていくべきではな

いでしょうか。

■医療への投資がもたらす経済効果

国民が払っている税金とか保険料ですが、日本は実

は非常に少なくて、アメリカに次いで低い。ＯＥＣＤ

の国々はみんな高くて合わせて7割近くも払っている。

こんなに高い税金や保険料をどうして払えるのか。そ

れは国に対する信頼が絶大だからです。私はＩＳＯの

麻酔集中治療関係の医療機器の国際委員会に日本を代

表して毎年行っておりますが、そこで「皆さんはよく

そんな高い税金や保険料を払っていますね」と問いか

けてみたら、「自分たちが年をとったり病気になったと

きに誰が面倒をみてくれるのか。国しかないではない

か」という反応が返ってくるわけです。日本は、年金

が消えたりグリーンピアという建物になってしまった

りと、国しか面倒をみてくれないという感覚は我々に

はないわけです。日本の国はそこも考え直すべきです。

ヨーロッパなどの国々の政策をみていますと、医療を

非常に重要な経済活性化の鍵と考えていて、医療への

投資が経済成長率の中で1 6％から2 7％占めていると5年

前に報告が出ておりますし、医療制度そのものの経済

効果もＧＤＰの7％です。金融は5％です。ＥＵの域外と

域内の貿易収支をみると、少し古いデータですが、製

薬産業は3兆6 , 0 0 0億円も黒字を差額で稼ぎ出していま

す。2位が動力機械産業で1兆4 , 0 0 0億円です。動力機械

産業というのは車です。日本はトヨタや日産に頼らな

いと国が立ち行かないような議論をしますが、ヨーロ

ッパでは医療でもっと稼いでいるわけです。我々はこ

ういったことも頭に入れるべきではないかと思います。

特にＥＵの国々の中でも、北欧の国々は医療や福祉、

教育に大きな投資を行って、女性とか高齢者あるいは

障害者が働く環境を整備しています。非正規であって
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ないかというと、ＰＭＤＡの中でも医療機器審査に関

しては、ここに配置されると左遷されたとみんな言う

のだそうです。この3 5名のほとんどの方は薬剤師で薬の

専門家で、医療機器のことは何も知らない。民間から

何人か雇っていますが、その人たちには3年間は審査に

タッチさせない。なぜかというと、民間にいたから何

かで利害関係があるといけないからだそうです。実際

にこんなに少ないのです。

アメリカのＦＤＡは1 , 0 0 0名以上いますが、実は、ヨ

ーロッパなどではほとんど第三者認証です。日本はク

ラス2だけを第三者認証にしています。コンピューター

に入れれば簡単に認証できるようなシステムですが、

ヨーロッパでは非常にリスクの高い機器も、ＢＩＳと

いうイギリスの組織やテフというドイツの組織ではど

んどん審査しています。そして、安全にかかわるとき

だけ国の役人が出てきます。非常に柔軟な審査体制を

とっているから非常にスピードが速い。

薬剤に関しては、第三者認証はありませんが、新薬

の認証に関わる人数は日本は2 0 0名弱ですが、アメリカ

は2 , 2 0 0名、ドイツは1 , 1 0 0名、イギリス7 0 0名で、一定の

効果と安全が確認できればそんなに難しいことは言わ

ない。もし、うそ偽りがあって何か出たら、企業は厳

しく責任を問われますから、企業もきちんとやるとい

う制度ができています。日本はあまりにも過剰な規制

があるために、新薬の開発も非常に難しくなって逆輸

入しているような状況があります。

【P P T 8】は、日本の技術で、特に環境技術に関して、

ＧＤＰ1単位をつくるのにどのくらいエネルギーが要る

かというものです。日本を1として基準をつくると、Ｅ

Ｕは1 . 8倍もエネルギーを使っている。アメリカでさえ2

倍も使っている。中国、インド、ロシアなどのブリック

スと言われる国では本当に湯水のごとくエネルギーを使

って地球環境を破壊しております。こういう高い技術、

例えば、湾岸戦争のミサイルの先端には日本の技術が多

く使われていました。日本の小さな小企業、中企業が世

界でのシェアを大きく持っているといったことが幾らで

もあります。ですからいろいろな技術が医療に利用され

てスムーズに患者さんの手に届くということを行政改革

としてもっともっとやらなくてはいけません。

■医療立国の実現に向けて

結論としては、医療にもっと投資をすれば経済的に

も豊かになる。ヨーロッパの例があるではないかとい

うことです。確実な成長産業であり、実際にＥＵはこ

れで経済活性化を行っています。雇用母体も大きいた

め、労働人口の大体1 4％から1 5％が医療、社会福祉、介

護に関係しています。そして、皆保険制度や医療制度

というのは、金融とか道路とか鉄道と同じように大事

なインフラではないでしょうか。まずその認識から始

めましょう。

医療費亡国論というのが1 9 8 3年に出ましたが、あれは

大間違いであって、まさに医療というのは国を活性化

する一番大きなメカニズムになり得るのです。環境技

術とか食料・農業技術もあわせて、こういったところ

で生活大国を目指すべきではないかというのが私の持

論です。市場原理主義とか医療費の抑制という考え方

はもうやめてください、既にアメリカやイギリスで失

敗して、なぜ今さら同じようなことを言うのかと。医

療とか社会福祉にお金を入れれば、格差のない、女性

も障害者も高齢者でもだれでも働ける国ができます。

そして医療庁ということで4省庁の再編・統合も必要だ

し、やれることは幾らでもありますし、これだけポテ

ンシャルがあるのです。我々はリスクを恐れては改革

ができません。多少は清水の舞台から飛びおりるぐら

いのことはやらなくてはいけないだろうと思います。

非公式ですが、医療・介護再生政策会議というもの

がありまして、毎月超党派の議員の方々と勉強会をや

っています。今年の中頃までに政策提言しようと熱心

に議論をしております。こういった形で、少しでも崩

壊する日本の医療の立て直しに貢献できればと思って

おります。どうもありがとうございました。

【PPT1】

【PPT2】

【PPT3】

【PPT4】

【PPT5】

【PPT6】

【PPT7】

【PPT8】
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ないかというと、ＰＭＤＡの中でも医療機器審査に関

しては、ここに配置されると左遷されたとみんな言う

のだそうです。この3 5名のほとんどの方は薬剤師で薬の

専門家で、医療機器のことは何も知らない。民間から

何人か雇っていますが、その人たちには3年間は審査に

タッチさせない。なぜかというと、民間にいたから何

かで利害関係があるといけないからだそうです。実際

にこんなに少ないのです。

アメリカのＦＤＡは1 , 0 0 0名以上いますが、実は、ヨ

ーロッパなどではほとんど第三者認証です。日本はク

ラス2だけを第三者認証にしています。コンピューター

に入れれば簡単に認証できるようなシステムですが、

ヨーロッパでは非常にリスクの高い機器も、ＢＩＳと

いうイギリスの組織やテフというドイツの組織ではど

んどん審査しています。そして、安全にかかわるとき

だけ国の役人が出てきます。非常に柔軟な審査体制を

とっているから非常にスピードが速い。

薬剤に関しては、第三者認証はありませんが、新薬

の認証に関わる人数は日本は2 0 0名弱ですが、アメリカ

は2 , 2 0 0名、ドイツは1 , 1 0 0名、イギリス7 0 0名で、一定の

効果と安全が確認できればそんなに難しいことは言わ

ない。もし、うそ偽りがあって何か出たら、企業は厳

しく責任を問われますから、企業もきちんとやるとい

う制度ができています。日本はあまりにも過剰な規制

があるために、新薬の開発も非常に難しくなって逆輸

入しているような状況があります。

【P P T 8】は、日本の技術で、特に環境技術に関して、

ＧＤＰ1単位をつくるのにどのくらいエネルギーが要る

かというものです。日本を1として基準をつくると、Ｅ

Ｕは1 . 8倍もエネルギーを使っている。アメリカでさえ2

倍も使っている。中国、インド、ロシアなどのブリック

スと言われる国では本当に湯水のごとくエネルギーを使

って地球環境を破壊しております。こういう高い技術、

例えば、湾岸戦争のミサイルの先端には日本の技術が多

く使われていました。日本の小さな小企業、中企業が世

界でのシェアを大きく持っているといったことが幾らで

もあります。ですからいろいろな技術が医療に利用され

てスムーズに患者さんの手に届くということを行政改革

としてもっともっとやらなくてはいけません。

■医療立国の実現に向けて

結論としては、医療にもっと投資をすれば経済的に

も豊かになる。ヨーロッパの例があるではないかとい

うことです。確実な成長産業であり、実際にＥＵはこ

れで経済活性化を行っています。雇用母体も大きいた

め、労働人口の大体1 4％から1 5％が医療、社会福祉、介

護に関係しています。そして、皆保険制度や医療制度

というのは、金融とか道路とか鉄道と同じように大事

なインフラではないでしょうか。まずその認識から始

めましょう。

医療費亡国論というのが1 9 8 3年に出ましたが、あれは

大間違いであって、まさに医療というのは国を活性化

する一番大きなメカニズムになり得るのです。環境技

術とか食料・農業技術もあわせて、こういったところ

で生活大国を目指すべきではないかというのが私の持

論です。市場原理主義とか医療費の抑制という考え方

はもうやめてください、既にアメリカやイギリスで失

敗して、なぜ今さら同じようなことを言うのかと。医

療とか社会福祉にお金を入れれば、格差のない、女性

も障害者も高齢者でもだれでも働ける国ができます。

そして医療庁ということで4省庁の再編・統合も必要だ

し、やれることは幾らでもありますし、これだけポテ

ンシャルがあるのです。我々はリスクを恐れては改革

ができません。多少は清水の舞台から飛びおりるぐら

いのことはやらなくてはいけないだろうと思います。

非公式ですが、医療・介護再生政策会議というもの

がありまして、毎月超党派の議員の方々と勉強会をや

っています。今年の中頃までに政策提言しようと熱心

に議論をしております。こういった形で、少しでも崩

壊する日本の医療の立て直しに貢献できればと思って

おります。どうもありがとうございました。
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【PPT5】

【PPT6】

【PPT7】

【PPT8】
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