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巻　頭　言

日本医師会 副会長　竹嶋康弘

本書は平成22年2月5日に日本医師会が主催した「平成21年度 医療政策シンポジウム」
の内容をまとめたものです。
平成21年8月の総選挙の結果、民主党を中心とする三党による連立政権への、戦後初め
ての本格的な政権交代が実現しました。これにより、前政権下での「社会保障費抑制政策」
が撤回され、『経済に医療を合わせる』誤った政策が転換される兆しが見え、大いに期待し
ております。
しかし、このところ、政権与党に次から次へと政治資金がらみの不祥事が発生して、国
会での政策論議が霞んでしまいがちです。一刻も早く政局を安定させ、社会保障と経済成
長を両立させる医療政策について、議論を尽くしていただきたいと願うばかりです。疲弊
した地域医療の危機的状況の中で呻吟している国民と、命と健康を守る不断の努力を重ね
ている現場の医療関係者を救う政策を果断に実行していただくために、できるだけ多くの
国会議員の皆さんに医療の良き理解者になって欲しい、というのがわれわれの今の素直な
気持ちであります。
今回のシンポジウムでは、すべての国民が人間らしく生きていける社会を安定的に維持
するために、また医療を考えるうえからも、避けて通れない『社会的共通資本』の考え方
と役割を探求されておられる近代経済学者の宇沢弘文先生をはじめ、長年にわたって国会
議員を務め、社会保障と外交分野に大きな足跡を残され、現在は『グローバルヘルスにお
ける日本の役割』の研究の第一人者・武見敬三先生、そして、博覧強記ぶりから『知の怪
物』とも称され、目を見張る旺盛な執筆活動を行っている元外交官の作家の佐藤 優先生、
という異色の組み合わせによる講演に続いて、「世界の中の日本と社会保障のあり方」とい
うサブテーマで、パネルディスカッションが行われました。
社会保障のあり方から、海外医療事情や最近の政治情勢、日本医師会に期待する役割ま
で、多岐にわたる論点で歯に衣着せぬ意見が戦わされ、終わりに宇沢先生から総括のご意
見を頂戴しました。
本小冊子に取りまとめました講師の皆様方による真摯な討論、そして日本医師会からの
提言が、わが国の医療が直面している諸問題の解決の一助となれば幸いです。
最後に、本シンポジウムの趣旨にご理解をいただき、ご出席を賜わりました講師の皆様
方に心より感謝申し上げます。
平成22年3月
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皆様、こんにちは。ただいま紹介のあり
ました日本医師会会長の唐澤でございま
す。開催に際しまして、一言ご挨拶を申し
上げたいと思います。
本日は、全国からこのようにたくさんの
皆様に参加していただきまして、誠にあり
がとうございます。主催者を代表いたしま
して、厚く御礼申し上げます。
年明けから暖かい日が続いております。
今日もそこそこのよいお天気ですが、全国
から梅の開花の知らせも届いております。
地球温暖化が景気停滞に拍車をかけている
ようですが、春の到来を願う気持ちを込め
て、こういう時期こそ梅を愛でる心を忘れ
たくないと思っております。
さて、今回のテーマは「国のありかたを
考える－平時の国家安全保障としての医
療」でございます。まず宇沢弘文先生から
特別講演を賜ります。社会共有の財産とし
ての医療についての、宇沢先生の最近のご

研究の成果をお聞かせいただきます。大変
ご多忙の中をお出ましいただきました。大
変光栄でございます。
続きまして、武見敬三先生、ご存じの佐
藤 優先生に、ご講演とディスカッション
をお願いいたしております。先生方におか
れましては、ご多忙な折、参加をお引き受
けくださいまして、誠にありがとうござい
ます。
狭隘な国土に多くの人口を抱える資源の
ないわが国が、現在の生活水準を維持して
いくためには、経済の持続的成長による国
全体の活力の維持が欠かせません。何とし
ても日本に輝きをよみがえらせるために、
百年前の先人たちが欧米的な近代国家に追
いつこうとして、貧しい中で無我夢中で国
家を挙げて努力を重ねた、あの前向きで楽
天的な気概を思い起こして突き進みたいも
のと思います。
経済社会の行方が不透明な今ほど、国家

日本医師会 会長

唐澤祥人

挨　拶

平成21年度 医療政策シンポジウム
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の骨格たる社会保障の強化に対するしっか
りとした取り組みが求められている時はあ
りません。その根幹にある国民皆保険制度
は、国民の命と健康を守る、安心して働く
ための社会共有の貴重な資産であります。
われわれ医療関係者は、医療費削減政策に
よって崩壊の危機に瀕している地域の医療
現場を救うために、全力を挙げて取り組ん
でいます。そういった時に、本日「国のあ
りかたを考える－平時の国家安全保障とし

ての医療」をテーマに、シンポジウムが実
現いたしましたことは、誠に意義深いこと
と思います。
改めましてここに、本日のシンポジウム
が参加されました皆様方にとりまして、大
変有意義なものになりますことを願いまし
て、簡単でございますが挨拶に代えさせて
いただきます。
本日は誠にありがとうございます。よろ
しくお願いいたします。

挨拶
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日本学士院会員
東京大学名誉教授

宇沢弘文

特別講演特別講演

私と医学とのつながり

ただいまご紹介いただきました宇沢で
す。きょうは大勢のお医者さんを中心とし
た方々の前でお話をするという機会をいた
だきまして、ありがとうございます。
ただ私はいつも申し上げるのですけれど
も、お医者さんの前で話すのは、いつも非
常に苦しい思いをしています。と言います
のは、私は旧制ですけれども、医学部志望
のクラスにいました。旧制の第一高等学校
で、それから大学に行くのですけれども、
高等学校の3年間で自分たちが一生何をし
て生きるかということを非常に真剣に考え
て、そして大学に行くわけです。しかし、
一高の3年生になって、一生の生き方を真
剣に考えることになったとき、自分には、
医師として一生を貫くために必要な人間的
資質も欠けているし、医学の深い学問的内
容を正確に理解して、患者の診療に当たる

だけの専門的知識と技術的技能をマスター
することは不可能だと思って、医学部進学
を断念して、数学の道を選び、また卒業後
間もなく経済学に転向せざるを得なかっ
た。そのときの挫折の思い出が心に深い傷
として残っているからです。
私が一高に入ったのは1945年4月でし

た。東京大空襲が2回か3回あって、ほと
んどが焼け野原という時に一高に入りまし
た。全寮制でした。当時一高は、本館を師
団司令部が使っていました。そこで敗戦と
同時にマッカーサーが厚木に降り立って、
非常に過酷な占領が始まりました。そして
一高も、軍が使っていた軍隊の施設とみな
されて、占領軍の将校団が接収に来まし
た。9月中旬だったと思います。
その時に校長先生は安倍能成という戦前
の日本の最も優れた哲学者の一人、リベラ
ルな立場に立たれた方でした。安倍先生が
占領軍の将校たちを前にして、こういうこ
とをおっしゃったのです。

社会的共通資本としての社会的共通資本としての
医療医療
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「この一高はLiberal ArtsのCollegeで
ある。Liberal ArtsのCollegeというのは、
専門を問わないで、先祖が残した大事な貴
重な遺産、それは知識でもよいし、あるい
は文学でも学問でも何でもよいから、専門
を問わないで、ひたすら学んで吸収して、
そして同時にそれを次の世代に残すという
仕事をする、営為をする場所である」と。
さらに安倍先生は、「ここは聖なる場所で
ある。sacred placeである。占領という世
俗的なvulgarな目的には使わせない」と
いうことを、きっぱりおっしゃったので
す。占領軍の将校たちが黙ってそのまま
帰っていったという、当時としては非常に
珍しいエピソードがあります。
私はその時に心に非常に深く、われわれ
は先祖が残した貴重な遺産をできるだけ吸
収して次の世代に残すという仕事をしてい
るのだ、それが大学、あるいは学校である
という意識を非常に強く持った。今から考
えますと、私が社会的共通資本という考え
を考えるようになったいちばんの原点はそ
こにあると思います。

そのあと、マッカーサーは日本の政治、
経済、あらゆる面について徹底的な改革を
命じました。そして、当時の東久邇内閣は
即日総辞職をして、幣原喜重郎さんが首班
になられました。
幣原喜重郎さんという方は、戦前の日本
でいちばん優れた外交官でした。軍が中国
その他に侵略を始めた時に、世界からのご
うごうたる非難に対して、外交的な手段で
何とか丸く収めようということに全力を尽
くされました。ワシントン軍縮条約に外務

大臣、日本政府の全権として出席されて、
そこで歴史的な軍縮に署名して帰られまし
た。ところが、そこで大変な問題が起こり
ました。戦前の日本では政府と軍隊は全く
別な組織でした。どちらも天皇がヘッドで
す。政府の役人である外務大臣の幣原喜重
郎が天皇の専権、統帥権を侵したというこ
と（統帥権干犯）でごうごうたる非難を浴
びて、そして野に下られて、一切公職に就
かれませんでした。そういうことがあっ
て、おそらくマッカーサーが幣原喜重郎を
指名したのだと思います。
ところが、マッカーサーは日本の教育制
度にすべての原因があるとして、日本の
教育の徹底的な改革を意図して、本国か
ら20人以上の大きな調査団を呼びました。
そして、その調査団を迎えて、安倍先生が
文部大臣として、こういう挨拶をされたの
です。
「日本は占領中、いろいろな国を占領し
た。そのときの最も重い罪は、それぞれの
国の歴史、社会、文化、それを無視して日
本の制度を押しつけたことだ。あなた方は
占領軍を代表して日本の教育制度の改革に
来られたけれども、日本が犯した同じ罪を
決して犯さないでほしい」ということを挨
拶におっしゃったのです。そうしたら調査
団の団長が感激して、壇に飛び上がって安
倍先生に握手を求めた。全員が割れるよう
な拍手をした。これが当時の新聞に大きく
出て大きな話題になりました。

実はこの調査団の団長はジョン・デュー
イのお弟子さんでした。ジョン・デュー
イという人は19世紀の後半から20世紀に

特別講演
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かけてアメリカが生んだ最も優れた哲学者
であり、同時に教育者でした。そしてジョ
ン・デューイは学校教育の原則を三つ立ち
上げました。
第一は、学校教育の目的は、子供たちが
それぞれ生きてきた狭い家族や、地域、あ
るいは人種的、あるいは民族的、あるいは
経済的な世界から出て、学校の教室という
場で、バックグラウンドも生まれも全部違
う子供たちと一緒に遊んで、そして学ん
で、一人前の人間として成長するというこ
とを助けるのが第一の目的である。
第二の目的は、子供たちはそれぞれ生ま
れながら、あるいは後天的に、それぞれ独
特の能力、性行を持っている。それをでき
るだけ育てるというのが教育の第二の目的
である。
第三の目的は、どんなに貧しい家に生ま
れて、どんな僻地に育っても、その時々の
社会が提供できる最高の教育をすべての子
供たちが受けるようにするべきである。
この三つの原則、ジョン・デューイの三
大原則は、20世紀前半のアメリカだけで
はなくて、世界の学校教育の一つの理想と
されたものです。実はこのジョン・デュー
イの三大原則は、福澤諭吉が自ら唱え、そ
して実行に移していた考え方を、ある意味
ではジョン・デューイが一つの哲学的な体
系として整理したものであると、私は理解
したいと思います。
ジョン・デューイのいちばん重要な書物

に“Democracy and Education”「民主主義
と学校教育」という本があります。福澤諭
吉の教えをジョン・デューイが継いだ、そ
ういう意味では、福澤諭吉は19世紀後半

の最も優れた思想家であり教育学者であっ
た。このジョン・デューイの理念は、いろ
いろな経緯がありましたけれども、アメリ
カの一つの大きな流れに、彼自身コロンビ
ア大学の教育学部を全米のメッカにした。
そして、調査団団員はほとんどすべて
ジョン・デューイの影響を強く受けた人々
だったのです。このジョン・デューイの理
念が、実は戦後の日本の学校教育改革の一
つの理念として貫かれているように思いま
す。しかし、教育基本法ができて、そして
文部官僚がそれを徹底的にさぼって、そし
て次から次へとジョン・デューイの理念、
あるいは福澤諭吉の理念に反するような教
育制度、改悪を続けてきてしまったという
のは、私は非常に残念に思います。
同じようなことが実は医療の世界にも起
こっています。占領軍は日本の医療制度の
改革というスローガンを掲げて、次から次
へと新しい医療制度を打ち出していくわけ
ですが、そのスローガンは素晴らしかった
のですが、実はそれを実際に実行に移した
のが厚生官僚でした。この厚生官僚と徹底
的に戦って、日本の医療のあり方に非常に
大きな影響を与えたのが、医師会の会長を
されていた武見太郎先生です。
新しい医療改革の理念は、オスラーと
いうアメリカの医学者が19世紀の終わり
に Johns Hopkins大学の医学部ができた
時に、中心になって新しい理念に基づいた
医療改革を実行に移したのですが、武見先
生はその理念を、実際に自分自身の医の歩
み、営み、そして日本の医療制度、あるい
は政策のあり方に非常に大きな力を尽くさ
れました。そういう意味で、武見先生の影
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響が非常に残っている医師会でこういう話
をさせていただくというのは、私は大変名
誉だと思っています。

社会的共通資本とは

この社会的共通資本というのは、実はあ
る一つの国、あるいは社会、そこに住むす
べての人たちが、人間的尊厳を守り、魂の
自律を支え、そして市民的権利を最大限に
享受できるような、そういう理想的な社会
をつくって、そして持続的に維持していく
ために非常に重要な役割を果たすもの。そ
れを私は社会的共通資本と呼んで、普通の
ものとは違う考え方をしなければいけない
と思っています。
社会的共通資本を具体的に言います
と、自然環境と社会的インフラストラク
チャー、制度資本の三つがあります。自然
環境は言うまでもなく、山、川、森、湖、
海それから土、大地、そういった自然環境
です。これは社会的共通資本で最も大事な
構成要因です。
ところが、経済学の世界では、自然環境
は legitimateな、あるいは合法的な概念で
はなかったのです。これはマルクス経済学
も近代経済学も共通しています。私は社会
的共通資本の考えを40年ぐらい主張して
きましたが、その中心に自然環境を置くと
いうことに対して、経済学者からは非常に
大きな批判が起こっていました。昨年、先
ほど紹介されましたように、ブループラ
ネット賞というのをいただくことになった
のは、そういう意味では私は非常にうれし

いことだったと思います。
第二は社会的インフラストラクチャー、
これは道路とか鉄道とか上下水道、電信電
話、郵便といった、社会が円滑に機能して
いくために重要な役割を果たすインフラス
トラクチャーです。日本語では社会資本と
呼ばれています。
ただ英語で social capitalというと、全

く違ったものを意味します。英語でsocial 

capitalというときには、人間と人間の間
の信頼関係、あるいはコミュニケーション
の手段、言語とか習慣、共通の生き様と
いったような、無形の社会として円滑に機
能していくために重要な役割を果たすもの
と位置づけられています。
私が英語でsocial infrastructureという
ときには、むしろ道路といったものを意
味します。この点で中心はエンジニアリ
ング、工学です。工学というのは英語で
civil engineering、土木工学などと理解さ
れていますが、それよりももうちょっと広
い civil engineering、つまり社会が一つ
の社会として機能し、そこに住むすべての
人たちが人間らしい生活ができるような、
そういう工学的なストラクチャーを指しま
す。ですから、ちょっと耳慣れない言葉で
すが、社会的インフラストラクチャーと呼
ぶようにしています。

日本が生んだ最も偉大なcivil engineer、
工学者は空海です。空海は8世紀、遣唐使
に付いて長安に留学僧として行き、そして
2年で帰って来ました。当時、留学僧は20

年間長安、唐にいて学ぶことが義務づけら
れていました。留学僧は単に仏典、仏教を

特別講演
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勉強するだけではなくて、その時の社会制
度や、あるいは工学的な知識を十分学ん
で、そして日本に帰って日本のために尽く
す。そういう意味で20年間、唐にいるこ
とが義務づけられていたのです。
空海は2年で帰ってきました。そして、
朝廷に詫び状を出しています。それは「自
分は2年間で学ぶべきものをすべて学ん
だ」という、いかにも若い時の空海らしい
詫び状です。そして、しばらくして故郷の
讃岐に帰り、そして朝廷から別当という職
をもらい、讃岐の満濃池の大修復の総監督
をします。
満濃池というのは日本最大の灌漑用ため
池です。実は7世紀に作られたのですが、
あまりにも巨大で造ってすぐに壊れてしま
う。使い物にならなかったのです。それを
空海が大修復の作業を始め、そして当時空
海を慕って多くの人が集まって、わずか3

か月で大修復の工事を仕上げます。これは
日本の古代の水利工学的な事業で、いちば
ん特筆される事業として今に残されていま
す。
空海は満濃池を造る時、工学的な知識、
当時の最新知識を使った。そして同時に、
満濃池は確か3,000戸ぐらいの農家が使っ
ていますが、その水をどのようなルールで
分けるか、さらに修復や整備のためにどう
いう労力を提供するかということについ
て、非常に素晴らしいルールを残していま
す。いちばん有名なのは線香水で、線香を
一本立ててその燃え尽きるまでの間が一つ
の田んぼの水というルールです。それから
すべての人が力を合わせて満濃池を維持し
ていくというルールも作っています。
空海は長安にいるときにスリランカの灌
漑用ため池の技術を学びました。スリラ
ンカは紀元前3世紀から10世紀にかけて、
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世界最高の水利文明を誇った国で、その中
心がため池でした。古代スリランカの都
Anuradhapuraは、古代世界で最も美しい
都とされていました。スリランカでは無数
のため池が大小、大きな貯水池から小さな
ため池まで、無数に非常にうまく計画され
ていて、スリランカに降った雨の水は一滴
も無駄にしないで使うという理想が貫かれ
ていました。単に田んぼや畑だけではなく
て、家の庭にもため池の水が回るように
なっていたわけです。そして、農業生産性
も世界でいちばん優れた水準を誇っていた
のです。
しかし8世紀ぐらいから、はじめはポル

トガル次にイギリスの侵略に遭って、そし
て自然を壊され、ため池も破壊されてし
まった。イギリスにはスリランカを植民地
にして、軍隊を送ってため池を壊したとい
う記録まで残っています。そして、川が汚
れ、マラリヤカが繁殖するという、今、世
界でいちばん悲惨な国になっています。
スリランカの例を見ると、いかに自然を
大事にして、自然の恵みを十分に享受でき
るような制度を作らなければいけないか。
これが社会的共通資本の原点とも言うべき
ものです。

社会的共通資本にはもう一つ制度資本と
いうのでしょうか、それは教育とか医療、
いちばん大切なものを社会全体の共通の財
産として皆で協力して維持し守っていくと
いう考え方が、その根底にあります。社会
的共通資本としての制度資本を代表するの
が医療と教育です。先ほど安倍先生のお話
をしたのですが、やはり日本の、あるいは

一つの社会、先祖から残され伝わってきた
いちばん大事なものは、教育と医療の制度
です。それを大事にして次の世代に残して
いくというのが、ある意味では社会的共通
資本の原点です。

イギリスのNHS
（National Health Service）

社会的共通資本の医療というときに、実
際に制度化した代表的な例がイギリスの
National Health Serviceの制度です。こ
れは社会的共通資本の医療を実際に制度化
し機能するようにした、おそらく最初の例
だと思います。このイギリスのNational 

Health Serviceは1948年に発足しますが、
すべての国民が無料で医療サービスを受け
ることができるという考え方です。国民の
中には、居留外国人も含まれています。そ
のための財源はすべて税収から賄われると
いう、おそらく世界で最初の理想的な社会
保障制度の一環として作られました。
この制度ができた経緯を少しお話しした
いと思います。1941年1月、イギリスは
当時大陸から全面的に撤退して、まもなく
ドイツによるロンドン空襲が始まるとい
う、イギリスにとっていちばん困難な時で
した。その時に、ウィリアム・ベヴァリッ
ジという経済学者がチャーチルにこういう
手紙を書きました。
「今度の戦争はイギリス始まって以来の
大変な災難である。しかも、この戦争がも
たらす破壊、悲惨は想像を絶している。こ
の戦いに勝っても負けても、残るのは破壊
と悲惨しかない」ということを強調して、

特別講演
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「下院（イギリスの国会）の中に、戦後イ
ギリス社会をどうやって立て直すかという
委員会を設置し、そして国民が一致してド
イツとの戦いの困難な時代を乗り越えるこ
とができるようにすべきである」という手
紙です。その手紙の最後にベヴァリッジは
「幸い私は今、失業しているので、この委
員会の委員長の職はいつでもお引き受けし
ます」という言葉を入れるのです。
チャーチルは全く返事も出さない。そし
て、それから一月ぐらいして、下院で歴史
的な名演説をします。それはベヴァリッジ
が言ったと同じことを言ったわけです。そ
して下院に、アーサー・グリーンウッドと
いう無任所大臣を委員長として、戦後社会
の再建を考える委員会というのを立ち上げ
ます。ところが、グリーンウッドはすぐに
イギリスの社会保障を考える小委員会とい
うのを立ち上げて、その委員長にこのベ
ヴァリッジを指名しました。
ベヴァリッジは委員長になって、イギリ
ス社会あるいは社会全体といってもよい、
理想的な社会保障制度を作るという作業に
乗り出して、全力を尽くします。その社会
保障に関する「ベヴァリッジ報告」という
のは、歴史的に有名なものになるのです
が、ベヴァリッジは年金から医療、子供給
付金、それから寡婦年金、夫に死に別れた
女性、あるいは離婚した女性に対しての寡
婦年金、widow’s pensionというのを出し
ます。同時に子供給付金、これは子供の数
に応じて出す。それに医療その他の完璧な
社会保障制度を提案します。そして、その
財源はすべて税収に求める。
それに対してイギリスの大蔵省が必死に

なって抵抗しました。イギリスの大蔵省は
当時、今もそうですけれども、イギリスの
政府組織で最も強力な省です。日本の大蔵
省の比ではありません。たとえばイギリス
大蔵省は各省庁に副大臣を送り込んで、そ
してその省庁の予算を全部統括するという
ようなこともやっていました。この大蔵省
は、ベヴァリッジの膨大なプランに対して
徹底的に抵抗します。その理由は、財源は
税収に求めるというところにあったわけで
す。
ところが、ベヴァリッジ委員会は、ベ
ヴァリッジ以外の11人のメンバーは各省
庁から派遣された官僚でした。そこで委員
が全員何も発言できなくなってしまう。そ
こでグリーンウッドが名案を考えて、11

人の委員は全部顧問にした。何を言っても
よい、責任を取る必要はないと。そして、
ベヴァリッジ1人が最終報告書にサインを
しました。
その報告書は1942年11月末に出されま
した。下院に提出され、そして12月になっ
て一般に市販されました。それは2時間で
7万部売れ、1年間で62万部売れたという
記録が残っています。世論調査の90％以
上はベヴァリッジの案に賛成するというこ
とになったわけです。
ところが、当時のチャーチル首相は保守
党のメンバーでした。ベヴァリッジは民主
党のメンバーです。これはLiberty Party、
リベラルな政党で、日本では「自由党」と
訳しますけれども、自由とリベラルとはか
なり違うので、私はLiberal Partyと呼ぶ
ことにしています。そこで、チャーチルは
結局何もしなかったわけです。
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この「ベヴァリッジ報告書」を作る過程
では、こういう経緯がありました。ベヴァ
リッジはグリーンウッドから小委員会の委
員長に指名されたときに、友人のジョン・
メイナード・ケインズに相談に行きます。
ケインズは有名な経済学者です。20世紀
前半のイギリスだけではなく世界を代表す
る経済学者です。ケインズは財政とかマク
ロ経済学の権威で、ベヴァリッジは自分に
はそういう知識がないのでケインズのとこ
ろに相談に行くわけです。ケインズはそこ
で自分の高弟の一人、ジェームズ・ミード
という経済学者をベヴァリッジのアシスタ
ントに指名しました。
ジェームズ・ミードという経済学者は、
ほとんどあらゆる分野で非常に優れた理論
的な貢献をすると同時に、社会正義の感覚
を持った、私は場合によってはケインズ
を超える優れた経済学者だと思っていま
す。ベヴァリッジのアシスタントとして、
ジェームズ・ミードが中心になって報告
書を作りますが、そのときにジェームズ・
ミードは「無償の、すべての人が医療給付
を受けることができるような制度」、これ
を強調したのです。
それを税金で賄うということは、こうい
う根拠があったのです。イギリスの税制は
非常に累進制が高い。つまり、金持ちほど
相対的に重く負担している。当時、確か最
高の税率が80％を超えていました。一般
の所得の低い人は税金を納めなくてもよい
し、率は累進的に高くなっていくわけで
す。ですから、金持ちほど相対的に大きな
負担をした。しかし、受けるベネフィット
はすべて平等であるという考え方に立っ

て、ベヴァリッジ報告書の原案を作るわけ
です。
実はジェームズ・ミードは私の先生のよ
うな人でした。当時イギリスのケンブリッ
ジにいて、私はミードの推薦でそのカレッ
ジに行ったのですけれども、そこでいち
ばん親しくしたフェローが、リチャード・
ダーウィン・ケインズという名前のお医者
さんでした。彼はお父さんがケインズの弟
で、お母さんがチャールズ・ダーウィンの
孫という大変な人で、奥さんはハクスレー
のお嬢さんという、夢のような人でした。
彼はベヴァリッジを助けて、ベヴァリッジ
報告書の作成に全力を尽くしました。開業
医でしたけれども、実は医療制度がスター
トして、大蔵省が支出をカットするために
極端な抑制をして、同時に医師の裁量権に
大幅な制約を加えていったのに耐えきれな
くなって、お医者さんを辞めて、生理学の
教授になってカレッジのフェローになった
方なのです。
前後しましたが、いずれにせよ非常に志
の高いベヴァリッジ報告書でしたが、現実
に制度化するプロセス、政治的な問題が起
こって、非常に苦しい状況にあった。とこ
ろが、1945年7月に総選挙がありまして、
アトリー党首の労働党が圧勝しました。そ
してベヴァンという人が厚生大臣になっ
て、ベヴァリッジ報告書の実際の制度を立
ち上げるという作業を始めました。
ところが、当時の労働党は非常にラディ
カルで、そしてベヴァリッジ報告書を実際
に具体化するために、まず前提としてすべ
ての医療機関を国営化してから作業に進む
というシナリオを立てたために、イギリス

特別講演
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の医師会あるいは学会から非常に厳しい
反対が起き、そして実際に実現するまで3

年ぐらいかかっているわけです。しかし、
National Health Serviceは1948年に何と
かスタートしました。その経緯は今は詳し
くお話しできませんけれども、非常にイギ
リス式の巧みな調和がそこにあって、何と
か曲がりなりにもスタートします。
こういう制度だったのです。一般のお医
者さん、開業医はNHSと契約を結んで、
大体の人が family doctorになります。そ
れぞれの町に、私がいたケンブリッジでは
大体百人ぐらいその契約を結んだお医者さ
んがいらして、毎年の始めに一人のお医者
さんに登録するのです。そうすると、家族
が病気になった時にそのお医者さんに診て
もらえる。全部無料です。そして、もし入
院を必要とするような場合には、そのお医
者さんがどこかの病院に referしてくださ
る。そして、family doctorのreferがない
と、原則として病院で診てもらえないとい
う制度でした。子供が小さかったもので、
この制度は非常に重宝しました。病院のほ
うは原則として国有化されて、イギリスの
厚生省に相当する役所が厳しく管理した。
そこでいちばん問題になったのは、先ほ
ど言いましたように、医師の裁量権に対し
て大幅な制約を加える、それから病院勤務
医師の経済的な条件を極端に悪くしたので
す。医師の給与体系を6等級に分けました
けれども、いちばん上のコンサルタントの
給料を、中央官庁の局長よりもちょっと低
い水準に決める。イギリスでは給料の水準
というのは社会的、職業的な地位を象徴す
るものとされている。信じられないぐらい

低い、過酷な条件を課せられる。そして、
私たちがいたころは、大量のお医者さんが
海外に出ていってしまいました。ほとんど
がオーストラリア、カナダ、アメリカでし
た。それがずっと続いていくのです。そし
て、お医者さんの中には、先ほどいいまし
たように、リチャード・ケインズのように
開業医、医師として生きることをいさぎよ
しとしないで、大学の教授になったりする
人もたくさん出てくるという状況になった
わけです。

それがずっと続いて、年々非常に厳しい
状況で、これに止めを刺したのはイギリス
のサッチャー首相です。彼女はミルトン・
フリードマンの市場原理主義に全面的に賛
同して、徹底的な医療費抑制政策を断行し
ます。1979年でしたか、首相になった1

期目は、あまりにも高い国民的な支持を得
ているために、National Health Service

には手が付けられなかった。そこでまず手
を付けたのが国鉄、郵便局、電信電話、電
話局を民営化します。

2期目に入ってから、National Health 

Serviceに手を付けようとしたのです
が、あまりにも国民の支持が高いために
outrightな民営化はできなくて、内部市場
制度という擬似的な市場メカニズムを導
入します。その時にアメリカからアラン・
エントホーフェンという経済学者を呼ん
で、そして内部市場制度の導入、医療費の
徹底した抑制を始めます。その一環とし
て、60歳以上の老人に焦点を当てて徹底
的に医療費を抑制する、そして、たとえば
60歳以上の老人に腎臓透析を施すことを
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禁止するという通達まで出されました。つ
まり、60歳以上の老人に腎臓透析をして
も費用がかかるだけであまり効果がないと
いう考えが基本にあったわけです。そし
て崩壊過程にあったイギリスのNational 

Health Serviceは、極端に末期的な状況
に入っていきました。

1997年にブレアが首相になって、
National Health Serviceのてこ入れを始
めました。その時、医師の数は大体1/3ぐ
らいに減ってしまって、病院の入院待機の
患者が130万人という数字になっていた。
ブレアさんは医療制度の立て直しとして、
たとえば5年間で国民医療費を50％増やす
という政策を2000年から打ち出したので
すが、5年たってもほとんど効果がなくて、
今度は10年間で国民医療費を2倍にして、
医師の数を50％増やすという政策を実行
に移しつつあります。ただその成果がどこ
まで上がるかということについては、なか
なか楽観を許さない状況です。つまり、社
会的共通資本としての医療は、教育もそう
ですが、非常にデリケートで一度壊される
と回復することは非常に難しい。特にイギ
リスの場合、医師の士気というのでしょう
かモラール、志が壊されてしまったとい
う、イギリスにとって非常に危機的な状況
になっているわけです。

このエントホーフェンという人はアメリ
カの経済学者で、私も実は若いころ親しく
していたのですが、優秀な経済学者で、確
か40代の半ばでマクナマラ国防長官に見
出されて、45歳ぐらいで国防次官に任命

され、ベトナム戦争の総責任者になりまし
た。
そのときに彼が関わったのがKill-Ratio

です。Kill-Ratioというのは一人のベトコ
ンを殺すのにいくらかかるか、それをでき
るだけ安いコストにする。つまり限られた
戦争予算をできるだけ効率的に使ってでき
るだけ多くのベトコンを殺すということ
を、ベトナム政策のいちばんの目的に掲げ
たのです。それをニューヨークタイムスの
記者がすっぱ抜いて、アメリカだけではな
くて、全世界からごうごうたる非難を浴び
て、マクナマラ長官は神経衰弱になってし
まい、彼がカナダで講演をしているとき
に、今度のベトナム戦争はアメリカ始まっ
て以来の最悪の事態だということを、突然
わめき出したのです。そして、ジョンソン
大統領に解雇されます。ところが、ジョン
ソン大統領も追い詰められて、再選を断念
して、そしてベトナム和平への道が開けた

特別講演
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という歴史的な人物です。
このエントホーフェンが今度はイギリ
スのNational Health Serviceに携わった。
徹底的な破壊、壊滅、その時にはKill-

RatioではなくてDeath-Ratio、一人の患
者が死に至るまでの医療費をできるだけ安
く抑えようという考えです。日本の後期高
齢者医療制度というのは、まさにこのエン
トホーフェンの考え方を日本的な状況の下
に適用したものです。
実はこのKill-Ratioという考え方は、ロ

バート・マクナマラ国防長官が最初に考え
出して実行に移したものです。マクナマラ
は戦争中陸軍航空隊にいて、日本爆撃の計
画を理論的に考えるという仕事をしていま
した。これが第21爆撃集団、日本爆撃を
担当した空軍の一部ですけれども、この司
令官カーチス・ルメイ少将の目に止まっ
て、マクナマラはグアム島に呼ばれて、そ
こで日本爆撃の基本的な考え方を実行に移
すわけです。
そのときにマクナマラが開発したのが有
名なナパーム焼夷弾で、それは日本の木造
家屋が効率的に燃える。それを大々的に
使ったのが1945年の3月10日東京大空襲
です。その時には東京の下町に限定して膨
大なB29を投入して、かなり狭い地域に
集中的にナパーム爆弾を落として火の海に
した。この結果、殺された日本人の数が
8万人、負傷者が 5万人、焼失した家が
30万戸、これまでの戦争の歴史で最大の
被害の一つが東京大空襲でした。その後、
日本の主な都市に同じ手法がとられて、日
本全土を焦土にした。そして、それに止
めを刺したのが広島、長崎の原子爆弾で

す。この基本的な考え方は、マクナマラの
Kill-Ratioを最大にする戦略だったのです。
ずっとあとになって“The Fog of War”、

霧の中の戦争というのですか、そういう記
録映画が作られました。この中でマクナマ
ラが自ら出演して、こういう発言をしてい
ます。「カーチス・ルメイ少将はいつもこう
言っていた。『日本がもし勝っていたら、わ
れわれは戦争犯罪人として処刑されてい
た。われわれはそういうことをやっていた
のだ』」という述懐をしています。マクナ
マラは「私もそう思う」と。カーチス・ル
メイ少将の日本爆撃は、さらに広島、長崎
での原爆投下に展開していくわけです。こ
の考え方の基礎に、実はKill-Ratioがあっ
た。

実は同じ考え方が小泉・竹中の医療改革
に色濃く出ているわけです。この象徴が後
期高齢者医療制度です。いわゆる近代経済
学の効率性の考え方がこういう形で適用さ
れたことに対して、実は全世界から非常に
厳しい批判が起こっています。
社会的共通資本の医療と言うときにはそ
うではなくて医療や教育、そういう人間の
営みにとって大切なものがある、市場のメ
カニズムを使うのではなくて、もっと人間
的な立場に立ってみんなで協力して考えて
いくべきだという考え方が中心になってい
るわけです。

ローマ法王との仕事

私の一生でいちばん感動したことがあり



17

社会的共通資本としての医療

ます。これは1990年に当時のローマ法王
ヨハネ・パウロ2世に呼ばれて、ある歴史
的な文書の作成をバチカンでお手伝いした
ことです。
経済学の歴史で非常に重要なドキュメン
トがあります。1891年5月に出た「レー
ルム・ノヴァルム」というタイトルの
Encyclicalsです。Encyclicalsというのは
ローマ法王が出される非常に重要な公式な
文書、日本では「回勅」と訳されていま
す。1891年に出された回勅は「レールム・
ノヴァルム」、新しいこと、カトリックの
方は「革命」と訳されています。それには
こういう副題が付いていました。「資本主
義の弊害と社会主義の幻想」“Abuses of 

Capitalism and Illusions of Socialism”。
これは産業革命のあとを受けて、特にイ
ギリスの工業都市で資本家が徹底的に労働
者階級を搾取して、一般大衆は非常に悲惨
な状況に追いやられており、レオ13世は
イギリスの新しい工業都市、子供たちの生
活があまりにも悲惨なことを心配されたの
です。大勢の人たちは社会主義になればこ
うした状況は救われると主張しているけれ
ども、これは単なる幻想にすぎない。社会
主義になればもっと悲惨な現実が待ってい
る。人間の存在、魂の自律すら維持できな
いということを主張され、そして階級的対
立や競争ではなくて、人類がお互いに協力
し助け合って、困難な時代を乗り越えてい
くことを中心に考えるべきであるという回
勅です。
そのあとを受けて、ヨーロッパでは新し
いタイプの労働組合運動が起こります。こ
れは協調、友愛を基調として、同時に協同

組合運動も大きく発展するわけです。しか
し20世紀に入って、1917年のロシア革命
を契機として、一時期は世界の人口の1/3

が社会主義体制に組み込まれてしまうとい
うことをヨハネ・パウロ2世が非常に憂慮
されました。そして新しい「レールム・ノ
ヴァルム」を100周年を記念して出したい
という際に、私はアドバイザーになってほ
しいというご依頼をいただいて、バチカン
でお手伝いしたのです。
その時の新しい「レールム・ノヴァルム」
のタイトルは“Abuses of Socialism and 

Illusions of Capitalism”「社会主義の弊害
と資本主義の幻想」。その時はベルリンの
壁はなくなっていましたが、まだソ連共産
主義は生きていて、東欧に破滅的な影響を
与えていた。その時の社会主義の弊害と
は、スターリンは何百万というソ連人自体
も殺して、ソ連全体を収容所列島のように
し、同時に東欧の国々に非常に過酷な支配
をする、そのことを指していました。とこ
ろが、当時から市場原理主義を中心とした
運動が大きく起こって、これはある意味で
は社会主義の弊害に匹敵するような大きな
ダメージを人々に与えるということが、資
本主義の幻想でした。
それを受けて1991年5月に新しい「レー
ルム・ノヴァルム」が、ヨハネ・パウロ2

世によって出されました。その年の8月に
八月革命が起こって、そしてその年の12

月から翌年の1月にかけて、ソ連帝国の解
体という世界史的な事件にまで発展するわ
けです。この時にヨハネ・パウロ2世の仕
事のお手伝いをしたことは、私にとって非
常に感動的な瞬間でした。

特別講演
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ヨハネ・パウロ2世は5年ほど前に亡く
なられました。このお葬式にゴルバチョフ
が異例の弔文を送りました。その中で、ヨ
ハネ・パウロ2世の「新しいレールム・ノ
ヴァルム」は、新しいヨーロッパをつくる
ために非常に大きな役割を果たしたという
ことを言われて、ヨハネ・パウロ2世のお
仕事を賞賛したという異例のことがありま
した。
しかし、そのあと、必ずしもヨハネ・パ
ウロ2世が期待されたような形での新しい
世界秩序は生まれていない。私はやはり、
医療や教育、自然環境という大事な社会的
共通資本をいちばん大事にしたい。
それともう一つ言い忘れたのですが、平
和こそが大事な社会的共通資本です。ヨハ
ネ・パウロ2世は実はポーランドの方で、
まだローマ法王になられる前から、アメリ
カが広島と長崎に原子爆弾を落としたこと

は人類が犯した最大の罪であるということ
を厳しく批判されました。それでヨハネ・
パウロ2世はアメリカで非常に評判が悪い
のですが。ローマ法王になられてすぐ日本
に来られて、広島と長崎を訪れ、さらに小
石川の後楽園で盛大な野外ミサを司式され
ました。この中で流暢な日本語で、こうい
う話をされました。
「平和は人類にとっていちばん大事な共
通の財産である。特に日本の平和憲法は、
平和を守る非常に重要な役割を果たす社会
的な資産である」。そして、それを守ると
いうことの意味を非常に強く強調されまし
た。社会的共通資本という言葉は使われて
いなかったのですが、平和を守ることの意
味を非常に大切なこととされていました。
私がヨハネ・パウロ2世のお仕事をお手

伝いしたというのは、私の一生でいちばん
感動的な時でした。
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ちょっと脱線になりますけれども、私に
は一つ欠点があるのです。それは酒を飲み
過ぎるということで、福澤諭吉も同じよう
なことを言っています。ある時、ヨハネ・
パウロ2世のお部屋でご馳走になりまし
た。ローマ法王庁のラベルの入ったワイン
を、きれいな尼さんが注いでくれて、ご馳
走が出て、すっかりいい気になっていまし
た。その時にヨハネ・パウロ2世が、「教
育や医療はどのようなルールで維持したら
よいのか」とこういうことをお聞きになっ
たのです。私は「教育も医療も、それぞれ
の職業的専門家が職業的なdisciplineに基
づいて、そして社会のすべての人たちが幸
福になれることを願って、職業的な営為に
従事することだ」と申し上げて、「今、世
界は人々の魂が荒れ、心が殺伐としてい
る。あなたは人間の魂、心を守るという聖
なる職業をされているのに黙っている。あ
なたはもっとはっきり主張しないといけな
い」と一席ぶってしまったのです。そうし
たらヨハネ・パウロ2世がニコニコして、
「この部屋（ローマ法王の部屋）で、私に
説教したのはお前が初めてだ」と言われま
した。これは大変な名誉だと思っていま
す。
そのあと、実はヨハネ・パウロ2世か
ら、新しく作られた「レールム・ノヴァル
ム」のゴスペルを、全世界に自分の代理人
として広めてほしいというお手紙をいただ
いたのです。ゴスペルというのはローマ教
会の正式な考え方を集約したもので、これ
は私にはとてもできない、キリスト教徒で
もないしということを申し上げてお断りし
たのです。

あとになって、ローマ法王からのお手紙
のゴスペルは小文字だったのに気づきまし
た。小文字のゴスペルというのは単なる信
条などのことで、大文字のゴスペルはロー
マ教会の公的な正式な考え方を強調したも
の、最も大事なものだと気がつきました
が、それからまもなくヨハネ・パウロ2世
は亡くなられてしまって、私は大変申しわ
けないことをしたと思っています。

日本の現状と医療

日本の国民皆保険制度は、先ほど言いま
したようにベヴァリッジの、イギリスの
National Health Serviceを一つの規範と
して作られたもので、1961年から始まり
ました。当時、日本の医療制度は敗戦後に
再建はされていましたけれども、まだ非常
に不完全で、病院やその他の施設も物理的
な条件も医学的な点からも非常に劣るもの
でした。しかし、大勢のお医者さんや看護
師さんその他が、患者の苦しみや痛みを自
らのものとして、献身的に医療あるいは介
護に当たってこられました。
私は先ほど申し上げたように医学部志望
のクラスでしたから、友人のほとんどは医
学部に進みました。アメリカに行ってから
も時々日本に帰ってきて、友人たちによく
会っていましたが、彼らは信じられないよ
うな待遇でした。たとえば東大の医学部を
出て10年～ 20年医局にいて報酬は何もな
いのです。医局員が20人近くいて助手の
ポストが一つだけ。毎年くじ引きで助手の
ポストをもらう。あとは全く無給の医局員

特別講演
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として働いていた。
アメリカで私は少し医療のことを調べた
りしたのですが、全く対照的な取り扱いで
した。ところが、友人たちは本当に献身的
で、週に1回アルバイトで病院に行くと、
それでまあまあ生活ができるといって満足
しているのです。その時に、大げさに言う
と、ヒポクラテスの誓いを守って医の道を
歩むということは理想ではあるけれども、
いかに厳しいものかということを身をもっ
て感じました。その友人たちは結局、それ
ぞれ優れたお医者さんになって活躍され
た。地方の無医村で医者をするという友人
も少なくなかったように思います。
そのあと国民皆保険制度が軌道に乗っ
て順調に進んでいたと思っていた矢先、
1980年代に入って非常に過酷な医療費抑
制政策がスタートするわけです。その時
にいちばん象徴的だったのは、厚生省の責
任ある局長をされていた方が「医療費亡国
論」という、日本は医療費がかかりすぎ
る、これは医者が多すぎるからだ、そのた
めには大学の医学部の入学定員を大体1/3

ぐらいカットしないと日本の経済はやって
いけないということを強調して、これが実
際に中曽根政権から実行に移されていくわ
けです。これが小泉政権に入って、拍車を
かけられた。
その時期に、私は経済学者として恥ずか
しい思いをしたことがあります。それは医
療費を抑制しなければいけないというス
ローガンの下に始まったのですが、実はそ
の基には、中曽根政権あたりからスタート
した日米構造協議というものがありまし
た。これは日本をアメリカの植民地化する

ための手段として、日本政府の公的な支出
に対してアメリカ政府が毎年注文を付ける
わけです。宇野首相の時の、いちばんのコ
アがアメリカのこういう要求でした。
当時、日本からアメリカへの輸出が非常
に多く、対日赤字が蓄積して、ベトナム戦
争後のアメリカ財政赤字が天文学的に上っ
た。その原因が日本の輸出にあるというこ
とを強調して、日本政府に対して10年間
で430兆円公共投資をしろ、それも日本の
経済の生産性を上げるようなものには一切
使ってはいけない、全く無駄なことに使え
という要求です。
これを宇野政権の時にのんで、それから

10年間で430兆円を公共投資する。無駄
なレジャーランドとか、あるいは使い途の
ないような工場立地を造成するといったこ
とに使われる。しかも、そのあと1994年
には、これではまだ足りないというのでさ
らに200兆円追加している。10年ちょっ
との間に630兆円、巨大な額の公共投資を
するように要求してきたわけです。これを
自民党政権はのんだ。私はあの時に一体ど
ういうことかと暗然としました。
その時に、中曽根政権以来、中央政府の
財政バランスを維持するという視点から、
630兆円の巨大な公共投資は全部地方自治
体が代わりにやる、地方自治体はそのため
に地方債を発行してカバーする、その地方
債の元利返済は地方交付税で賄うという約
束をしたわけです。
ところが、地方債を発行して、利息の支
払い、元利の支払いは法的に拘束されてい
るが、地方交付税はその時々の政府の意図
的な判断で決まる。事実、小泉政権になっ
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て、地方交付税を大幅にカットした。これ
が原因で地方自治体が第三セクターとして
立ち上げた多くのプロジェクトが倒産し
て、それがすべて地方自治体の負債になっ
て重くのしかかっているわけです。630兆
円、大変な額です。それで地方自治体はど
ういうことをせざるをえなくなったかとい
うと、まず公共的な病院や学校という、い
ちばん大事な憲法25条の規定に基づく公
共支出をカットしていくということが始
まって、それが数年間の地方の非常に苦し
い状況を生み出しました。これがアメリカ
の要求だったわけです。
今、地方は惨憺たる状況になっていま
す。財政も地方のさまざまな社会的共通資
本、あるは社会資本の形成も、今、ダムの
問題にみられるように、地域の経済、社

会、あるいは自然を徹底的に破壊してし
まってきた、これが今、非常に重い負債に
なってわれわれ国民の肩にかかっているわ
けです。
今回のリーマン・ブラザーズの倒産に始
まる、私は「平成大恐慌」と言っているの
ですが、これもほとんどすべてが日本の犠
牲の下に、アメリカの企業なりあるいは政
府がかろうじて逃げることができるという
ことが非常に明白な形で出ています。私は
今度のトヨタの問題も、トヨタには確かに
落ち度がありますが、しかし、その背景
に、日本の犠牲の下にアメリカが救われる
という戦後のPax Americanaの中に組み
込まれた、日本の非常に苦しいところがこ
ういう形で現れていると思います。
以上で終わります。

特別講演
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講演講演 --ⅠⅠ

東海大学教授
日本国際交流センター・シニア・フェロー

長崎大学客員教授

武見敬三

－わが国のグローバル・ヘルスへの貢献－－わが国のグローバル・ヘルスへの貢献－

人間の安全保障と健康人間の安全保障と健康

本日はこの貴重な機会を頂戴いたしまし
て、心から御礼を申し上げる次第でござい
ます。今回は一学徒として、私が去年7月
までハーバード大学において研究してきた
こと、そしてまた同時に、一昨年の北海道
洞爺湖サミットで官民協力して作ったト
ラック2のワーキング・グループの主査と
して私がしてきた仕事などを中心にして、
「人間の安全保障と健康」という観点から
お話をさせていただければと考えていま
す。

人間の安全保障とは

まずは人間の安全保障とは何か。そし
て、人間の安全保障と健康とはどういう関
わりにあるのか。しかも国際的視点に転ず
ると、この健康という問題が国境を越えた
共通の課題として、今まさに外交課題にも
なってきている、という点についてご説明

をさせていただきます。さらに、国際保健
からグローバル・ヘルスというように認識
が改まってきたこの分野において、どのよ
うな政策潮流が今あるのか。そして、北海
道洞爺湖サミットでわが国が果たした役割
は一体何であったのか。こうしたことを踏
まえて、ご報告をさせていただければと考
えています。
まず、この人間の安全保障ということで
あります（図1）。

1980年代、すでに冷戦が終結をして、
まさに人・モノ・金・情報というものが、
国境を越えて大きく行き交うglobaliza-

tionが展開をします。そのことは国境を越
えた国、社会同士の相互依存関係を急速に
進展せしめたことはご承知のとおりであり
ます。それは大きくこの人類社会のダイナ
ミズムを作るうえで、大きな役割を担って
いることは当然でありますが、同時にその
弊害として、さまざまな国際社会、国境を
越えた共通の課題が噴出するようになって
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きました。たとえば気候変動しかり、H1N1

の感染症等に象徴される保健医療問題しか
り、そしてエネルギー、水、食料など。
実は21世紀における国際政治の特徴と

いうのは、このglobalizationの結果、今
まで私どもが予期しなかったことまで含め
て、あらゆる意味で国境を越えた課題が噴
出する世紀、これがこの21世紀最大の特
徴になってきています。
しかし、国ごとに政策を定め、国ごとに
安全保障を考えるという20世紀型のもの
の考え方だけでは、こうした国境を越えた
共通の課題が噴出する今の国際社会におい
ては、問題を解決することはできない。こ
ういう深刻な認識が共有されることによっ
て生じた新たな政策概念が、人間の安全保
障という考え方です。
この“人間の安全保障”（図2）というこ

とを最初に言い出したのは、1994年に国
連開発計画が発表した人間開発報告書で
す。そして、2001年にわが国が主導して
人間の安全保障委員会というものを発足
させました。そこで、アマルティア・セ
ンさんというアジアで初めてノーベル経済
学賞を貰われた方と緒方貞子さんが共同議
長になり、その理念を整理し政策概念とし
て取りまとめ、改めてそれを発表したのが
2003年5月のことであります。
その考え方に基づいて今日はお話をさせ
ていただきますが、これは人間の生、生き
ていくということにとって、かけがえのな
い中枢部分を守り、すべての人の自由と可
能性というものを実現すること、まさに人
間にとっての自由の拡大ということが、一
つの大きな基本理念にあります。

この理念は、皆様方もお読みになったこ
とがあると思いますが、岩波新書に渡辺慧
先生が「生命と自由」という本を書いてお
られ、その中で「生命は進化の過程を経る
ことによって、その自由を拡大してきた。
人類もまたその一環の中にあって、人類は
科学技術というものを身につけることに
よって、本来裸であれば生活できない北極
圏のような所においてさえも、その生活、
営みができるようになってきている。この
ことはまさに人類にとっての自由の拡大で

図1

図2

講演-Ⅰ
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あるともに、それは根本から考えるなら
ば、生命にとっての自由の拡大である」と
いう説明がなされています。
ここに、一つの物事を考えるときの基本
があって、私どもも人間の安全保障の基本
理念の中で、こうした「人間にとっての自
由」に、一つの重要な価値を置くという考
え方を、実は持っているのであります。
ただし他方、こうした考え方の中に、先
ほど宇沢先生のお話にもあったようなさま
ざまな弊害が生じることは、もはや明白で
あります。社会的共通資本という理念と、
人間にとっての自由というものの価値を、
どのような観点から共存させて、新しい考
え方を再構築していくのか。それが今、日
本においてのみならず、世界で考えられて
いる最も深刻な課題であろうと私には思え
ます。人間の安全保障も、こうした考え方
をするときの一つの重要な柱になると、私
には思えてなりません。

そして、この人間にとっての自由を考え
るとき、その基本中枢に人間にとっての健
康というものが明らかに入ります。健康を
損なえば、そのほかすべての人間にとって
の自由の大きな障害になることは明らかだ
からです。したがって、人間の安全保障と
いう政策概念の中では、常にこの健康とい
う問題が、中枢として重要視されることに
なるわけです。

人間の安全保障と健康

この考え方を整理したのが図3です。人
間にとって守るべきものとは、まさに人間
にとっての生存（survival）、人間にとっ
ての尊厳（dignity）、そして人間にとっ
ての生活であります。この生活は単なる
livelihoodではありません。この生活とは
well-being、人間にとってのhuman well-

図3
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beingという観点で考えるべきものであり
ます。
そして、このsurvivalとdignityとwell-

beingという三つの観点から人間の守るべ
きものを考えたときに、これらに脅威を及
ぼす要素として、この健康を害する要素と
いうものが認識されるようになります。そ
れは疾病であり、障害であり、そして人間
にとっての死であります。それらをもたら
す社会的な要因、あるいは社会生物学的な
要因というものが、図3のいちばん左に書
かれているものであり、それはまさに人間
同士の紛争であり、またハイチで起きた大
地震のような、まさに人道的な危機であり
ます。
また、これらに加えてHIV／エイズと
いった感染症、これらが深刻な健康を害す
る脅威となり、人間の安全保障で守るべき
三つの要素を深刻に害することは明白で
す。同時に、後ほどまた詳しく述べさせて
いただきますが、グローバル・エイジング
という状況が見極められるようになった今
日の人類社会においては、非感染症に対す
る対策というものが、この脅威を縮小せし
めるうえにおいて、国境を越えた共通課題
として認識されるようになってきていると
いうことがあります。
そして、さらにこうした分野に加えて、
実は貧困（poverty）、また不公正（ineq-

uity）というものが、大きな健康を害する
要因として確認されることになります。貧
困は、さまざまな疾患の罹患率を高めま
す。そしてまた、疾病に罹ることによって、
これが今度は貧困という問題と結びつくこ
とになります。これらは途上国になればな

るほど、この両者の関係は車の両輪、ある
いはコインの表と裏というように、より密
接になっていくことは明白であります。
したがって、このような観点から貧困と
不公正の問題は、まさに健康を害する要因
としても、私どもは深刻に受け止めること
になります。そして、こうした両輪をいか
に予防し、いかにしてその被害を縮小し、
そして個々の人間の生存というものを守
り、その自由の拡大、より有意義な人生を
歩むための選択肢をできるだけ拡大してい
くことに資するという政策を、私どもは考
えます。このような視点から人間の安全保
障と健康の関係を捉えています。
具体的には、わが国はこうした観点か
ら、戦後特に保健医療に関わる政策を実施
してきた経験があります（図4）。決して
「人間の安全保障」という言葉は使いませ
んでしたが、わが国のやり方は、実はこの
概念にきわめて近接した考え方で、母子保
健事業を行い、大きな成果を上げました。
これはまさにコミュニティーレベルで、
そこに住む人々を対象として、いかにし
てトップダウン政策とボトムアップの政
策を融合させるかという観点になるわけ
です。トップダウンとしては、戦後のわ
が国は、結核とこの母子保健ということ
に集中して、限られた財源を配分しまし
た。その中で母子保健等に関する一貫した
保健サービスを提供するために、母子保健
手帳を中央政府で策定し、トップダウン
でこれを各地方に提供しました。妊婦の
学習から、安全なお産（safety delivery）、
そして予防接種、定期健診、また栄養価
の高い食料の確保といったような一貫し
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た施策・サービスを母子手帳を通じて実
施するという政策方針は、これはまさに
トップダウンで作成されたものでありま
す。
しかし、それを地方に配分すれば、そ
れで物事はすべてうまくいくかといった
ら、決してそうではありません。これら母
子手帳のようなトップダウンで提供された
政策を、それぞれの地域社会で活用する仕
組みがあるかどうかというボトムアップの
スキームなくしては、この政策は効果を及
ぼさないのは明白であります。わが国では
その際、保健師等を通じた地域での保健医
療サービスの拡充を図り、そして町の開業
しておられる先生方は同時に学校医として
もその役割を果たされ、地域の保健事業と
いうものを支える、実にさまざまな横の連
携が、地域社会の中に形成されました。そ
して、それらを大きく促進するためのさま
ざまなボランティアの活動組織もできあが

ります。その一つが子育て支援協会の愛育
班といったようなものでありますし、結核
予防婦人会といったものもそれに当たりま
す。
私どもはこうした経験の中で、コミュニ
ティー、そしてそこに住む人々を中核とし
て、ボトムアップとトップダウンを結びつ
ける人間の安全保障アプローチというもの
を先んじて行って大きな成果を上げまし
た。結果として50年代～ 60年代前半にか
けて、急速に母子保健の改善に当たること
ができ、乳幼児の死亡率は激減したわけで
あります。
これは高度経済成長等による生活環境の
急速な改善が手伝ったことは明白ですが、
また同時にこのような母子保健事業が、き
わめて効果的に展開されたことを無視する
ことは当然できません。
このような観点から、プライマリ・ヘル
ス・ケアに関する人間の安全保障アプロー

図4
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チは、図5のような形で図式化することが
できます。
政府によるトップダウンで、今申し上げ
たようなさまざまな施策が組み立てられて
いきます。そして、これらの政策は、同時
に地方分権化の中で、各都道府県市町村の
自由裁量で行われる部分は当然に出てくる
ことになります。しかし、同時にその担い
手は、医師・保健師・助産師等であり、ま
た彼らと連携をした学校の教師であり生活
改良普及員などであり、これらの地域社会
のさまざまな健康に関わるアクターが横に
連携を取りながら、そしてそれらを促進す
るためのさまざまなボランティアの仕組み
がそこに組み合わさることによって、ボト
ムアップとトップダウンが融合をして、最
も効果的な政策の実施が可能になる、この
ように考えるわけであります。
わが国の地域医療の発展史を見ると、ま
さにこのような形でわが国の医療は発展

し、そして国民の健康を守るために大きく
貢献をしてきたことは明白であり、地域医
療におけるわが国のこうした仕組みの重要
性を認識せずして、今後のわが国の医療制
度改革はありえないと私には思えてなりま
せん。

健康問題の外交課題化

次に、これらの問題は単なる国内問題で
はなくて、大変な国際問題に今なってきて
いるというお話をさせていただきます（図
6）。
一つ目には、感染症というものをみたと
きに、H1N1のみならず新興感染症がさま
ざまな形で新たな脅威になります。もはや
10年前、20年前とは比べものにならない
ほど、その拡大の特にスピードが増してい
ます。エイズが実際に発生をして地球全体

図5
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に蔓延するまでに2年～ 3年かかった。し
かし、メキシコでH1N1のヒト・ヒト感
染が発生をしてから、隣国アメリカ・カナ
ダに波及して他の大陸まで波及するには、
わずか2～3週間で実現してしまいました。
このような感染症の拡大のスピードとい
う脅威は、まさに国境を越えた課題とし
て、いかに国同士が連携をしてこれに立ち
向かわなければならないかという共通認識
を、今日多くの国際社会の指導者たちに認
識せしめるようになってきています。これ

がまさにscopeという観点からの健康問題
の拡大であります。
二つ目がdomain（領域）であります。
健康の問題とはただ単に保健・診療等に関
わる医療従事者だけの問題ではありませ
ん。すなわち、これらの問題を解決するた
めには、財政的な視点が必要であり、ある
いは経済政策的な視点、健康と関わるさ
まざまな社会的な要因を組み合わせた形
でその政策を策定するべきであるという、
social determinants of healthという健康
の社会的要因という観点が、今やきわめて
大きな考え方として発展してきました。
このように考えると、まさに厚生省やあ
るいは保健省といったところだけが関われ
ば保健医療の問題は解決するという時代は
過ぎて、さまざまな関係する役所が、こう
した保健医療に関わる問題を、自らの政策
の中でもその一側面として認識しながら、
政策を組み立てていくことが求められるよ
うになります。
外交もまた決して例外ではなくなり
ます。したがって、健康問題がまさに
multisectoralなアプローチを求めるよう
になればなるほど、この問題は単なる保健
省の問題から外交課題にまでなるという傾
向を、今日持つようになってきました。し
たがって従来、国際保健、インターナショ
ナル・ヘルスと呼ばれていたこの分野も、
今やその一体感というものを示す意味にお
いて、グローバル・ヘルスと呼ばれるよう
になったわけであります。
さて、これらの問題がなぜ外交課題に
なってきたかという点を、私は五つの観点
から説明してみたいと思います（図7）。

図7

図6
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第一は現実主義的なアプローチです
が、新興感染症等のパンデミックはまさ
にこの最たるものであり、現実そのもの
であります。しかし他方で、たとえば医
薬品等に関わる知的所有権の問題という
のは、本来ならばWTO（World Trade 

Organization）と言われるような国際的
な経済貿易機関で議論されていた問題で
した。エイズ等に関わるAnti-Retroviral 

Therapyのようなものが現実に開発をさ
れて、先進国においてはこうした処方がな
され、多くの患者がアクセスできるように
なれば、結果として、多くの先進国ではこ
うしたHIV／エイズの関係者も、それを
慢性疾患として受け止めることが可能なほ
どに事態は改善してきました。
しかし他方においては、その価格が高い
ために途上国では使えない。実際にこの
立場を考えたとき、途上国におけるHIV

患者さんたちは、そのAnti-Retroviral 

Therapyを受けることができずに、実際
には死んでいくことになります。なぜ先進
国に生まれれば生きることができ、なぜ途
上国に生まれると死ぬのか。この健康格差
が国境を越えた課題になったことによっ
て、この知的所有権の問題は単にWTOで
議論されるだけの問題ではなくなりまし
た。
今日WHOにおいてはこの知的所有権

という問題が、途上国における public 

healthとの関わりで、常に大きな課題と
して議論されるようになってきているわけ
であります。
私もこの知的所有権に関わるWHOのエ

キスパート・ワーキング・グループの一員

として、特に先進国のみならず途上国にお
ける医薬品の開発能力強化のための一員と
しての仕事をしていますが、そうした現場
においてさえも、常に先進国と途上国の間
でこの知的所有権の問題を巡る対立は深刻
にわき上がるようになってきました。すな
わち、こうした観点から外交課題になるわ
けであります。
二つ目は道徳的アプローチで、健康の悪
化によって発生する人間の生存、生活、尊
厳に対する脅威からの解放を目指す、まさ
に人間の安全保障アプローチというのは、
道徳的なアプローチの一つになるわけであ
ります。
国連には基本的人権委員会というものが
あり、そこが発表するレポートには毎年必
ず基本的人権と健康との関わりについて論
じているところがあり、この基本的人権と
健康という観点、法律論的な観点からこの
問題を議論する傾向というものも常に存在
するわけであります。それが三つ目です。
四つ目は理論的アプローチで、健康に関
わるさまざまな新たな社会的要因を加味し
た政策論が展開されることによって、先ほ
ど申し上げましたような外交問題化の流れ
ができたことです。
最後は政治的アプローチであります。先
ほど申し上げたように21世紀というのは、
まさに国境を越えた課題が噴出する世紀で
あり、多くの国の指導者はいずれもそのこ
とを認識しています。しかし、それぞれの
国の発展段階や利害関係によって、その意
思と政策に対する理解度はまだ千差万別で
す。しかしながら、中長期的にみて、これ
らの国境を越えた共通課題を解決しなけれ
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ば、人類社会自身が深刻な状況に陥るとい
う共通認識は確実にできあがりました。
こうした中、改めてある一つの国が、こ
うした国際社会共通の課題を解決する能力
を、国内においても国際社会においても獲
得することができるようになった場合、そ
の国は国際社会の新しいポリティクスの中
で新たな影響力を確保することができる
という、20世紀とは異なる21世紀型のパ
ワーポリティクスが今、今日21世紀の国
際社会の中で出現するようになっていま
す。
従来の地政学的な国家安全保障やパワー
ポリティクスというのは、特にこのアジア
においては厳然として存在していて、その
ことを軽んじることは決してできません。
しかし、グローバルな視点から見ると、新
しい21世紀型のパワーポリティクスは確
実に始まっています。わが国はこうした保
健医療も含めて環境や食料、水といったさ

まざまな課題を、どこまで国内で解決し、
国境を越えたこうした共通課題をどこまで
他の国と連携しながら国際社会で解決す
る能力を確立していくか。これから20年、
30年後の日本の国際社会における責任あ
る役割がどの程度のものになっていくかと
いうことを明らかに示し、そのことを競い
合うがごとき新たなパワーポリティクスが
すでにこの分野では始まっています。この
グローバル・ヘルスと言われるような分野
において、今こうした認識をきわめて明確
に持って、health diplomacyと言われる
やり方を展開している国のまさに典型的な
例がイギリスであります。
このような中で、わが国は世界で最も高
い健康寿命を有し、その寿命の高さが多く
の国から実際に高く評価されている国の中
で、実は国内にさまざまな比較優位があっ
て、それらを活用することによってわが国
がhealth diplomacyを展開すれば、21世

図8
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紀におけるわが国の役割を国際社会の中に
新たに確立し、その影響力を高め、そし
て、それがまたわが国の立場をさまざまな
観点から評価することになるわけでありま
す。これが五つ目の政治的アプローチであ
ります。

グローバル・ヘルスの潮流

グローバル・へルスの潮流を図8に記し
ましたが、国際社会にはいろいろなドナー
サイドなプレーヤーがいます。これはさま
ざまな国の援助機関であったり、WHOで
あったり、ユニセフであり、いろいろな国
際機関や組織が今、健康問題に取り組んで
います。それらは秩序なく乱立された形
で、それぞれの立場から活動することに
よって、何らそこに効果的な施策を連携し
て行う仕組みができていません。まさに今
の21世紀の国際社会の縮図が、このマッ
プの中に見て取れると思います。
もはやWHOと呼ばれる世界保健機関

は、グローバル・へルスの課題を扱う唯一
の機関ではありません。民間でもビル＆メ
リンダ・ゲイツ財団というのがあります
が、今やここはWHOの予算をはるかに凌
駕する予算を毎年使うようになっていま
す。それからThe Global Fund to Fight 

AIDS、Tuberculosis and Malariaなども、
同じくその予算規模は膨大であります。
さらにこのワクチン接種のためのGAVI

アライアンス（The Global Alliance for 

Vaccines and Immunizationより改称；
ワクチンと予防接種のための世界同盟）で

あるとか、さまざまな新たな機関の出現に
よって、もはやこの分野は決してWHOだ
けで仕切ることができなくなりました。
こうした健康に関わる国際機関を調整す
る仕組みとして、ゲイツ財団も含めて8つ
の国際機関が、G8ならぬヘルス8という
のを作ってその調整をしようとしています
が、なかなかうまくいきません（図9）。
こういう中で、二つの潮流が見て取れま
す（図10）。
一つは垂直的、verticalなイニシアティ

図10

図9
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ブであります。疾患別アプローチと言って
もよいでしょう。グローバル・ファンドな
どはまさにこうした疾患別アプローチの
象徴でもあります。また実際にGAVIアラ
イアンスであるとか、母子保健に関わるさ
まざまなアプローチも、こうした疾患別ア
プローチと同様なvertical、垂直的なアプ
ローチであります。
しかし、こうしたアプローチにも今や限
界が出てきました。GAVIアライアンスが
先進国で大量購入し、安価にそのワクチン
を確保して途上国に運びます。港の倉庫に
山積みされるわけですが、途上国では、そ
れを実際に配布し、地域社会で必要とされ
る人々にきちんと指導をしながら実際にそ
の予防接種を行うといった仕組み、システ
ムができていません。結果としてこれらの
ワクチンは、倉庫に温存されたまま、実際
には常温で保管することもできず、使うこ
とができないような状態で朽ち果てるとい

う現象が、今現実に途上国で起きています。
したがって、こういったvertical、垂直
的なやり方だけでは限界だということが、
はっきりと認識されるようになって、改め
てそれではhorizontal、水平的な方法すな
わち保健システムといった観点から、こう
した問題に取り組むことが必要だという認
識が生まれる。その結果として、さまざま
な新しいイニシアティブが国際社会で提示
されるようになりました。
今、最も先端を行っているのが、UK（イ

ギリス）が提唱して始まったThe Inter-

national Health Partnership＋ で す が、
イギリスのcommon wealthの関係国を中
心として、改めてそこで共通した保健シス
テム設計の計画、支援体制が組まれるよう
になりました。またWHOでは、2008年
11月に“Everybody’s Business”という保
健システムに関わる報告書を初めて発表し
ました。

図11
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面白いことに 2007年 9月には、世界
銀 行 が “Healthy Development” と い
う報告書を出しました。この“Healthy 

Development”の報告書の中で、先生方
とも共通の関心を持てるであろう分野は、
「健康投資」と呼ばれる部分であります。
すなわち、“Healthy Development”の中
で「investment in health」、健康に対す
る投資というものが、貧困と疾病という両
者の悪循環を断ち切るためにきわめて重要
な方法論であることが述べられています。
このことはまさに今、わが国で改めて保健
医療の改革を考えなければならないとき
に、共通するものが実はこの世銀の報告書
の中にはたくさん書いてあります。そして、
これらを通じて、この保健システム強化の
ためのfi nancingのためのタスクフォース
ができたり、今、この分野はまさに百家争
鳴の観のある状況になってきました。
これに加えて重要なことは、このグロー

バル・エイジングと言われる状況によって
生ずる疾病構造の変化であります。図11
をご覧いただくと、2004年と2030年、こ
れらの調査と予測を見れば明らかです。癌
であるとか、虚血性心疾患、脳卒中、いず
れも非感染症が死因の大半を占めるように
なってきまして、相対的に感染症の脅威は
低くなるという構造に、先進国のみならず
途上国においても、こうした傾向が明確に
なってきました。
このことは図12でも明らかで、先進
国、高所得国になればなるほど非感染症の
脅威はより深刻になり、アフリカをも含め
確実に拡大をしてきており、今まさにグ
ローバル・ヘルスを考えるときの最大の課
題になっています。その背景にあるもの
が、まさにグローバル・エイジングと言わ
れる高齢化社会であります。
図13は65歳以上の世界人口を2000年

のデータで見たマッピングですが、おおよ

図12
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そ13％以上の高齢者がいる地域は北半球
に偏った形で今は分布をしていることが分
かります。しかし2030年（図14）にな
ると、アフリカ大陸と南西アジアの一部を
除いて、ほとんどが高齢化社会に入ってい
きます。高齢者になれば非感染症の罹患率
は当然高まるわけですから、あらゆる地域
において、今後非感染症がその主要な脅威
として台頭してきます。
感染症という観点からの治療であれば、
その感染症の中身にもよりますが、一定期
間治療を集中的に行うことによってその疾
病からの快復、社会復帰が可能ですが、非
感染症になれば、こうした慢性疾患では、
当然より長期にわたる治療、サービスが必

要であって、長期にわたる医療サービスを
確実に行うためには、保健システムがしっ
かりと充実していかなければ、これを実現
することはできません。したがって、この
ような世界的な疾病構造の変化というもの
は、世界全体における保健システム強化と
いうことを、必然的に認識せしめることに
なってきたわけであります。

G8北海道洞爺湖サミットおよび
そのフォローアップに見られた
革新的な政策形成過程

こうした点に着目して、私どもは一昨年
の北海道洞爺湖サミットにおいて、わが国

図13

Less than 3.0 8.0 to 12.93.0 to 7.9 13.0 or more
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として独自の提案をすることを考えてタス
クフォースを作りました（図15）。
これを作るときに私が考えたのは、ただ
単に総理や閣僚という人たちにその理解を
求めるだけではなくて、実働部隊の人たち
との連携を図るということであります。
ご承知のとおり、わが国はすさまじい縦
割り行政です。G8の主管といえば外務省
ですが、外務省には保健医療の専門家など
おりません。他方、厚生労働省には国際課
がありますが、そこはG8の所轄ではあり
ません。そして今、世界銀行は国際保健の
分野で最も重要なプレーヤーの一つになっ
てきていますが、世界銀行を所轄するのは
何と財務省の国際金融局であります。した

がって、これらがきちんと横に連携を取っ
て、そのアジェンダセッティングと政策提
言をしなければ実施体制を整えることなど
できません。
加えてこれらの分野はいずれも、今や市
民社会の多くのNGOの参加なくして実現
することは不可能であります。したがっ
て、これらNGOとの連携という官民の連
携の仕組みを作らなければなりません。す
なわち、わが国の場合、このような新たな
国際社会のアジェンダに対応しようとする
と、必然的に今の行政組織、官民関係では
できない。したがって、これらの官官協力
と官民協力を一体的に進めるためのスキー
ムを作らずして、G8におけるグローバル・

図14
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ヘルスのアジェンダセッティングや政策提
言はできないということに気がつきまし
た。
したがって、関係閣僚の了解を得たうえ
で、これら関係する各省の審議官、局長ク
ラスにタスクフォースに入っていただい
て、またこれらの分野のエキスパートの
academician、そしてまたNGOの指導者
に入っていただいた官民連携の組織を作っ
て、それをむしろ民間の日本国際交流セン
ターに事務局を置いて全体を取りまとめる
という仕事をしました。私はその総括責任
者、主査としての仕事をさせていただいた
わけであります。ハーバード大学にいまし
たが、2か月に1回は日本に帰って、この
会議を主催して、その推進を図ったという
経緯があるわけです。
その中で私どもは特にハーバード大学に
非公式のワーキング・グループを作ってい
ただいて、そことの連携でG8に対する提
言をまとめて発表したのが、図16の「ラ
ンセット」への寄稿です。ハーバード大学
のマイケル・ライシュ教授や、マーク・ロ

バーツ教授等と私はこうした勉強会を開い
て論文を取りまとめて、そしてこれらを
「ランセット」に寄稿しました。
さらに、人間の安全保障と健康という観
点から、東京大学の神馬教授等と協力をし
て書き上げて出した論文も、この時期掲載
されました（図17）。
そして、改めて保健システム強化に着目
して、疾患別アプローチと保健システムア
プローチの融合の促進を図ることを強く主
張し、保健システムに少なくとも六つある
と言われているbuilding blocksの中でも、
保健財政と保健の人材、そして保健情報の
三つを主要な柱として、そこに着目してシ
ステム設計を図る新たなストラテジーを提
案しました（図18）。
そして同時に、コミュニティーに着目し
た人間の安全保障アプローチによって、プ
ライマリ・ヘルス・ケアのアプローチを再
活性化する提言を行ってきたわけでありま
す。
しかもこれらはいずれも、どこの国も同
じやり方でいくわけではありません。保健

図16図15
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システム設計は、社会的な要因がさまざま
に組み込まれることになります。経済の発
展段階、行政組織能力、あるいは社会・文
化等々、さまざまな要素を考えながら政策
を組み立てなければなりません。ですか
ら、当然それぞれの国によってその仕組
み、システムは異なってきます。決して
cookie cutter approachと言われるような
画一的な方法ではできません。したがっ
て、それぞれの国のオーナーシップを尊重
して、政府の政策立案、実施能力の強化等

を強く指摘する形で、私どもはその入り口
を作ることを提案したのであります（図
19）。
これらを提案することによって、グロー
バル・ヘルスの分野においては、わが国は
今、大きく貢献したと評価されるように
なって参りました。英文、和文、また翌年
にはイタリアのサミット用の文書（図20）
も作って世界に提示し、さらに再び「ラン
セット」誌にマイケル・ライシュ教授と私
とで、新たな政策提言を取りまとめて提言

図18図17

図20図19
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をしたわけであります（図21）。

課題と戦略（図22）

しかし、これらをやってみて、わが国の
20世紀型行政組織というものの限界を、
きわめて強く認識いたしました。単に省益
の排除であるとか、無駄遣いを排除すると
いうだけでは済みません。当然これはやる
べきことでありますが、同時に、未来志向
できちんとした政策目標を策定して、この
目標を達成するためにどのような行政組織
能力が求められ、それが現存の行政組織の
どのような連携と再統合で実施可能かを考
えることが、まさに21世紀型のわが国の
行政組織の本来のあり方です。私は、グ
ローバル・ヘルスの分野におけるこの3年
間の経験を通じて、未来志向の行政改革の
必要を痛感しました。
したがって、改めてこうした観点から、

図22

図23

図21
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わが国の官官協力と官民協力の制度化をき
ちんと議論をして、再設計する必要性がわ
が国にはあります（図23）。
そして、これらの分野を議論したときに
つくづく思いましたのは、保健医療政策は
ほとんどが厚労省の官僚がやっているだけ
であって、その中にのみわずかに限られた
形で政策人材がいるだけ。しかも、その人
たちはいずれも国内の小さな問題を個別に
考えているだけで、大きな視点から政策を
組み立てることなど考えもしていない。し
たがって、わが国にはこのような保健医療
について、グローバルな視点からも、国内
の政策の視点からも、政策の専門家と呼ば
れる者が非常に少ない。これをいかにして
克服するか、養成していくかというのは重
要な課題であります（図24）。
そしてこれらの基本的な認識をきちんと
持って、わが国がグローバル・ヘルス外
交を提供していくことが非常に重要にな
ります。こうした視点から昨年5月に、厚
生労働省内で改めて国際保健担当審議官
を創設しましたが、これは一つの前進で
はあろうかと思います。そして、これらの
状況下、新たに政策人材を育成するための
イニシアティブを発揮しなければならない
という観点から、日本国際交流センター
にprogram on global health and human 

securityを創設しまして、日本の医療制度
を改めて review、再確認して、その課題
も改めて明確にして、どのような比較優位
がグローバル・ヘルスを考えたときにわが
国にあるのかを研究・調査するプログラム
を「ランセット」誌と協力して始めまし
た。

この内容については、9月に大きなアド
バイザリーボード、国際的な関係者も含め
た形でセミナーを開催します。来年はちょ
うどわが国は皆保険制度導入50周年に当
たりますから、その50周年を記念して、
改めて新たなわが国の医療保険制度改革な
ど医療制度改革全般についての提言を、こ
の中でしていこうと考えております。
加えて、今後わが国がこうした活動をグ
ローバルに行ううえにおいて、日米の連携
は不可欠であります。日米両国で連携をし
て、今現在持ち上がっているのはアフリカ
南部における、これら途上国の政策立案能
力を強化するための地域組織連携を改めて
作るための提案をやっているところであり
ます。
そして最後には、この人間の安全保障ア
プローチをより国際社会で普及せしめるた
めに、その役割を担うことになります。人
間の安全保障は、まだまだ政策概念として
は整備が足りません。この時期まさに潘基
文国連事務総長が、おおよそ3月下旬ごろ
に、初めて人間の安全保障報告書というも

図24
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のを発表いたします。その中では、改めて
人間の安全保障と健康の問題が述べられて
いまして、これを一つの契機として、改め
てこの人間の安全保障と健康という観点か
ら、その政策論をより精緻にするための役
割をわが国が担うためのプロジェクトも、
三つ目に私どもは立ち上げているところで
あります。
グローバル・ヘルス外交の確立（図25）

という点から、厚生労働省のさまざまな組
織、global health diplomacyということ
を考えますと、明らかに、この国立公衆衛
生科学院と病院機能とは全く分離している
ような国立国際医療センターや国立感染症
研究所といったところは一本化していくべ
きだと私は思います。組織的な統合と連
携を図って、日本版のNational Institute 

of Health（NIH）、Centers for Disease 

Control and Prevention（CDC）といっ
たようなものを作るべきです。私は行政組
織改革をするべき分野は、まさにこういう
ところにあると認識しました。また、そこ
と JICAとの連携をどのように円滑に行う

かという、大きな課題がそこから出てきま
す。そして、グローバル・ヘルスに関わる
関係省庁の連係機能をいかにこれから作る
かということになります。
今やグローバル・ヘルスは安全保障の大
きな課題として認識されるようになってい
まして、従来伝統的な安全保障を議論して
きたようなチャタムハウスというイギリス
の国際問題研究所、あるいはワシントンの
CSISと言われるような国際戦略研究所、
あるいはシンガポールの南洋工科大学にあ
るような国際問題研究所、いずれもそれら
の研究所の中にグローバル・ヘルス・プロ
グラムを創設して、この新たな課題に、伝
統的な安全保障を執り行ってきた研究所に
おいてその政策の立案が始まりました。
このことについて、国際問題研究所に
「日本でもぜひおやりになったらいかがで
すか」と言ったら、門前払い。「いや、私ど
もには関係ありません」で済んでしまいま
した。これが今の日本の現状です。どう
やってこのような状況を打開して、将来に
向けての新たな国民の問題意識と、行政組
織の改革と、そして国論の統一による新し
い安定した政治勢力をきちんとした形で確
立するか。単なる数合わせの多数派工作で
はなくて、このような政策理念を通じた国
論の統一と安定化というものが、私は今日
の日本において不可欠であると思えてなら
ないわけであります。
そしてその中で、宇沢先生がご指摘にな
りましたような「社会的共通資本」という
考え方が不可欠であります。同時に、改め
てわが国が経済の活力を回復し、個々の人
間一人ひとりの力をしっかりと強化して、

図25
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よりバイタリティーのあるダイナミックな
社会としてわが国を再構築していくこと
も、常に考えなければなりません。
そこでのキーワードはやはり「自由」で
あります。どのような観点からわが国の自
由とダイナミズムを作り上げるかという施
策と、このような社会的共通資本という観
点とを共存させて全体としての仕組みを作
るかは、まさにこれから議論しなければな
らない最大の課題になってきていると私に
は思えます。
時間も参りましたので、改めてまた佐藤
先生との討論の中で私の所見を述べさせて
いただこうと思います。
しかし、わが国は本当に複雑な状況に置
かれています。グローバルには、今私が申
し上げたようなきわめて未来志向の新たな
施策の立案と、その実施体制の強化が不可
欠です。しかし同時に、アジア・太平洋に
おけるわが国は、隣接した地域にまだまだ
分断国家を抱え、そして軍事力を増強して
いる巨大な新たな大国を抱え、そしてこの

アジア・太平洋における新しい政治力学に
対応して、わが国の安全を守る従来型の地
政学的な安全保障の考え方もきわめて重要
であります。その重要性をきちんと国民に
認識していただくことと、このグローバル
のレベルにおいて、より先進的な新たな政
策を組み立てていくことをどのように共存
させて、そしてこれらを国民にきちんと理
解していただき、その実施体制を作ってい
くのか。この複雑な二枚腰、三枚腰の考え
方と仕組みを作らなければ、21世紀にわ
が国の未来を構築していくことはできませ
ん。はなはだ複雑な状況下にあります。
ヨーロッパにあれば、こんな苦労をしな
くてもよかったと思います。わが国はたま
たまこのアジアの大陸に寄り添った一地域
の島国であります。したがって、その必然
性のなかから、きわめて複雑な解を私ども
は求めなければならないということを申し
上げて、本日のとりあえずの私のご報告と
させていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
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元外交官
文筆家

佐藤　優

日本国家のあり方と日本国家のあり方と
医療医療

講演講演 --ⅡⅡ

ただいまご紹介に与りました前科一犯の
佐藤優と申します。履歴の中から、都合が
悪そうだなと思う部分をうまく落としてい
ただいたようですが、案外そこのところが
いちばん重要なところです。
私はレジメもパワーポイントも作ってき
ませんでした。横着しているからではなく
て、実は、私はインテリジェンスという情
報屋の仕事をやっていたのですが、情報の
専門家同士がいろいろなやりとりをすると
きは痕跡を残さないもので、その時の癖が
未だ抜けていないのです。この世界の人た
ちも、時たま固有名詞や細かい数字が出て
くるときは、紙を見せてくれます。しか
し、基本的に紙を見せるだけで、覚えろと
言うのですね。覚えられないようなもの
は、記憶のために必要がないのだと、この
業界の人たちは言うのです。そうすると、
自然に変な記憶力が付いてきます。
それから、話をできるだけ立体的にやる
ような癖が付いてきます。日本の場合で

は、講談師の話の仕方というのが非常に勉
強になります。落語、漫才と講談は違うの
ですね。講談というのは基本ストーリーが
ある。そこに枝葉を付けるのはかまわない
のですが、全くの創作をやってはいけな
い。講談の専門家に聞くと、まずお座敷に
入っていく、そしてお客の顔を見渡して、
今日の本当のメインゲストは誰なのだろう
かということをまず見る。そしてそのあ
と、この話を延ばしたほうがよいのか、短
くしたほうがよいのかということで対応す
る、と神田一門のある講談師の方が教えて
くれました。
同じ持ちネタで、どれぐらいの時間調整
ができますかと聞くと、15分から3時間の
間で移動させられるようになるのが本格的
な講談師だというのですね。ですから、私
はこの講演を、うまく35分ぐらいでやっ
てみようと思っています。
今日お話ししたいのは三つの話です。ま
ず日本国家の現状について。二番目にロシ
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アの医療について、私の体験から話しま
す。特に政治体制、国家体制が転換する時
にどういうことがあったのか。それから三
番目に中間組織としての日本医師会につい
て、私が日本医師会をどのように見てい
て、また日本医師会に対してどのような期
待があるかということを述べたいと思いま
す。

日本国家の現状について

まず日本国家の現状なのですが、昨日
（2月4日）、小沢一郎さんが東京地方検察
庁によって起訴されずに、ちょっとほっと
しました。どうしてかというと、現在、日
本国家は二つ存在しているのですね。この
状況が、当面はこれ以上激しくなってはい
けないと考えるからです。
まず一番目の日本国家というのは、検察
に代表される官僚の日本国家です。私自身
も外務官僚の端くれでしたから官僚の思考
が分かります。官僚は、口には出しません
が本音ではこう思っているのです。国家を
支配するのは司法試験、国家公務員試験、
あるいは外交官試験（今は廃止になってし
まいましたが）、そういうものに合格した
エリートであるべきだと。そのほうが最
終的に国民全体にとってもよいのである、
と。
この官僚たちの発想の根本というのは、
明治憲法下の官吏服務令の発想です。すな
わち、忠誠の対象が国民ではありません。
天皇の官僚として天皇に対する忠誠です。
ところが現行憲法に対応して、そこから天

皇が落ちているのです。抽象的な日本国家
に対する忠誠です。その意味において、外
務省にはだらしない人もいますが、大多数
の外交官は一生懸命仕事をし、国家のため
に頑張っているという自己認識をもってい
ます。
それから検察官は公益感が非常に強いで
す。彼らが今やっていることを、単に自分
たちの出世であるとか、あるいは検察の縄
張り争いとか、そういうカリカチュア化さ
れた形では見ないほうがよいと思います。
彼らは、日本国家がこのままいったら壊れ
るのではないかと、本当に真剣に心配して
います。
官僚の論理からすると、国民は有象無象
であります。無知蒙昧な有象無象でありま
す。有象無象の中から選ばれた国会議員な
どというのは、有象無象のエキスのような
ものです。ですから、こういう連中に国家
を任せたら大変なことになるという発想で
す。
それに対して民主党の小沢一郎幹事長の
発想は、国民に選ばれたわれわれ国会議員
が日本国家を、形だけではなく実質的にも
支配するべきであると。またおそらく武見
先生はこの場合例外なのですが、自民党の
平均的な政治というのは基本的に土建政治
の延長線上です。ですから、自民党から民
主党に代わって、おそらく偏差値で言う
と、国会議員の偏差値が5ぐらい上がった
と思うのです。そうすると、また問題が出
てくる。今の民主党の特に若手議員たち
は、官僚と体質的に親和的なのです。だか
ら、ちょっと勉強すれば官僚と同じぐらい
の専門的な水準には到達するぞというよう

日本国家のあり方と医療講演-Ⅱ
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な意識がある。その中で、民意を得たわれ
われが国家の主人になるのだ、こういう発
想だと思います。
ところが、実際に代表を送り出す有権者
集団と、代表として選ばれる国会議員の中
に、本当の利害の一致があるかどうかは、
別の問題なのです。この点では、ちょっと
古いですけれども、マルクスの「ルイ・ボ
ナパルトのブリュメール18日」という作
品が面白いと思います。
フランスの第2共和政で、何であれだけ
民主的な形で分割地農民にまで投票権を与
える選挙を行った結果、ナポレオンの甥っ
子だと自称する得体の知れない人が大統領
に当選して、その後、議会に圧力を加えて
皇帝になってしまって、選び出したところ
の国民にとって、特に貧しい分割地農民に
とって最もひどい政治を行ったか。この仕
組みをマルクスは、人間が表象能力がある
からだとしたわけです。
代表と代表される者の間の関係というも
のがきちんとしていない時、誰かに代表し
てもらいたいという気持ちを人間は持って
しまう。客観的には自己の利益を代表して
いない人を代表と表象してしまい、自分の
首を絞めることを平気で行ってしまうのだ
ということを言っているわけです。むしろ
これは学際的に人間の脳の認識構造がどう
いうふうになっているかということを、皆
さんとも研究してみるに値するテーマだと
思います。
今回、民主党は官僚組織を本格的に壊そ
うとしました。官僚組織を理解するために
は、ソ連共産党システム、あるいはレーニ
ンの本を読んだらよいと思います。こうい

う党には前衛があるわけです。そして議論
はいろいろとするのですが、決めたことは
上意下達で全部実行するわけです。その意
味において、今、検察というのは官僚組織
の前衛的な役割をしています。財務省だけ
が民主党のほうに本格的に軸足を置いてい
るかもしれませんが、それ以外の役所は今
回の検察・民主党戦争の中では、基本的に
は検察に対して好意的な中立姿勢をとって
いると思います。
鳩山政権は、事務次官会議を廃止してし
まいましたね。そして、事務次官を局長級
の扱いにする。これによって官僚組織の中
にある中央委員会、あるいは政治局を解体
しているわけです。それに対して、たとえ
ば今年の元旦に、小沢さんの家に166人の
国会議員が集まりました。しかし、これは
国会議員だけではないのです。産経新聞を
除く主要新聞社の幹部が来ています。そし
て、テレビにうまく映らないように注意を
しながら、万歳三唱とかをやっています。
この人たちは何かというと、共産党的に言
うと中央委員候補なのです。この人たちが
前衛になる候補で、この中から絞って前衛
を作り、政治局を作っていくというのが、
おそらく小沢さんの戦略です。
そういう状態になって、日本の国家は本
当に混乱してしまうのではないか。検察官
から見ると、小沢さんや鳩山さんというの
は自民党の政治家よりも汚い。しかし、無
知蒙昧な国民にはそれが分からない。それ
だから分からせてやるのが、われわれの仕
事だと考えているのでしょう。
こういう認識と、それから2009年の3

月に小沢さんの公設第一秘書を逮捕、起訴
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してしまいましたから、小沢さんの性格を
考えると、7月の参議院選挙で民主党が勝
利したら検察組織解体の報復をしてくるの
ではないかという恐れを検察官僚は持って
います。たぶん、参院選に勝利すれば、小
沢さんは報復するでしょう。それですか
ら、恐ろしい、今のうちに叩きつぶさない
といけない、検察官が無意識に持っている
このへんの気持ちが合わさって起きている
のです。
ただここで重要なことは、あれは、普通
の国民あるいはここにおられる方たちは基
本的に職能集団で専門家ですが、それとは
関係のない、あの人たちの権力闘争なので
す。今起きていることについて、誰が日本
国家を支配するかという問題を巡るあの人
たちの権力闘争、と私は見ています。そう
いう突き放した見方ができるかどうかで重
要なのが、私は思想の力だと思います。

1月に鳩山さんが東京駅そばの丸善に
行って28冊ほど本を買ったと。その中に
私の本が2冊入っているのです。そのうち
の1冊が産経新聞社から出した「禁書『国
体の本義』を読み解く　日本国家の神髄」
という本です。
『國體の本義』というのは昭和 12年、

1937年に文部省教学局が作った本ですが、
GHQが入ってくるとともに指令第1号で
禁書にしました。ところが、ハーバード大
学から、先ほど武見先生のお話のあった
あの大学から、1949年に英訳が出ている
のです。アメリカのアマゾンで「Kokutai 

No Hongi」と入れると300ドルぐらいで
今でも古本コーナーに出ています。日本
の“Mein Kampf”である、アドルフ・ヒト

ラーと同じように日本を軍国主義に導いた
思想はこの中に入っている、こういう解説
が付けられています。
私と立花隆さんとの共著『ぼくらの頭脳
の鍛え方』という本の中で、この本につい
て二人で議論をしています。実はこの本を
書いた著者は、文部省の官僚文書というこ
とになっていますが、それは橋田邦彦とい
う東京大学の医学部の教授であります。そ
して、先ほど宇沢先生が安倍能成先生の話
をされましたが、安倍能成先生の前の第一
高等学校の校長であります。岩波書店から
『行としての科学』という本を出していま
す。
『國體の本義』というものを読み解いて
みますと、「今われわれは思想的な危機の
中にある。第一に自由主義が入ってきた。
金儲けだけすればよいという発想になっ
て、すべてを金銭に還元してしまう発想が
ある。これによって格差が拡大する。下の
ほうにいる人は構造的に上に上がれなく
なってしまう。これは大問題だ。日本国家
はこのままでは壊れてしまう。
そして二番目には、共産主義の脅威があ
る。共産主義システムというのは、日本の
体制と相容れないとともに、その思想自身
が仮説の上の仮説に立っていて、しかも極
端なまでの楽観論に立っている。性善説に
立っている。これは生物体としての人間を
リアルに見ていない。
そして、三番目の危機はファシズムだと
言う。ファシズムというのは資本主義がも
たらした問題を、共産主義的な方法でない
形で国家機能を強化して、国民を束ねるこ
とによって解決しようとする。しかし、こ

日本国家のあり方と医療講演-Ⅱ



46

平成21年度 医療政策シンポジウム

の誘惑に陥ったら日本はおかしな国にな
る。
では、何をしなければいけないかという
と、日本は自国の伝統をもう一回見直し
て、自国の善によって自国の悪を切るとい
う形で、欧米の科学技術の成果、思想の成
果を踏まえたうえで近代を超克するのだ」。
こういうことで、西田幾多郎とそれほど変
わらないような話をしているわけです。
この橋田邦彦さんのところにGHQから

呼び出しが来るのです。A級戦犯の容疑で
呼び出しが来るのです。そうすると、「今
回戦争責任者として指名されしこと光栄な
り、さりながら勝者の裁きにより責任軽重
を決せられんことは、臣子の分として堪得
ざる所なり、皇国国体の本義に則り茲に自

決す」と言って、青酸カリを飲んで自殺し
ました。日本の歴史の中では完全に忘れ去
られている東大の医学部の教授です。
この人の思想の中に、今、日本が抱えて
いる現象の反復現象があると私は見て、こ
の本をもう一回読み解いてみたのです。
現在、国際政治というのは東西冷戦が終
わったあと、フランシス・フクヤマさんが
言ったように、歴史が終焉し退屈な時代が
来るということではありません。グローバ
ルな形でさまざまな問題が出てくると同時
に、民族的な軋轢というものはやはり依然
残り、激しさを増す。それとともに各国
が、特にリーマン・ブラザーズの危機以
降、主要国は口先で「保護主義に反対す
る」と唱えるから、実際は、保護主義的な
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傾向を強めています。各国が自国の個別利
益を強く主張し、ほかの国が反発すること
によって結果として自国にマイナスになる
時だけ国際協調に転じるという、かつての
帝国主義的な勢力均衡外交の様相がよみが
えってきています。

ロシアの医療について

私は専門がロシアでした。情報の仕事に
従事していたので、その関係ではイスラエ
ルやアメリカやイギリスとの付き合いがあ
りましたが、ロシアで私が見た混乱期の医
療について話をしたいと思います。
外交官は外交官専用の病院があったので
す。外交官世話部の病院というのがありま
して、風邪をひいてもそこに行きますし、
いろいろな検査でもそこに行くわけです。
私がいちばん嫌だったのは血液検査です。
血液検査では「左手の薬指を出してくださ
い」と言われます。そうすると、特別のカ
ミソリを持ってくるのですね。そのカミソ
リで左手の薬指の先を切る。そして、スポ
イトで採血するのです。ものすごく痛いで
す。2日ぐらいしびれて、左手がよく動き
ません。これがロシア流の採血の仕方なの
です。それから、38度以上の熱が出ると、
大体強制入院です。
ちなみに、町のあちこちに救急車が走っ
ています。それで救急車がアルバイトでよ
く白タクをやっているのです。ロシアの場
合には横に手を挙げると、白タクを止める
ときの合図です。白タクで救急車をよく止
めました。救急車を止めて、サイレンを鳴

らしながら走ると目的地に非常に早く着く
わけです。ですから、ほかの白タクが大体
3ルーブルだったのですが、救急車はあと
1ルーブルプラスして、白タク代もちょっ
と高かった。こういう感じでした。
北方四島に行ったころのことです。本当
に医療体制が大変だった。病院に行ったの
ですが、一昔前のお肉屋さんではないのか
という、そんな感じの作りです。包帯は全
部再生包帯です。そして、注射器も使い回
しで使っている。モスクワも、サハリンの
州都ユジノサハリンスクも、ほとんど北方
四島に対する面倒をみることはできなく
なってしまったのです。
このような状況で、われわれは考えたの
ですね。人間にとっていちばん大切な価値
は命です。ですから、命を助けるのは日本
人だということになれば、モスクワよりも
東京のほうを向くのではないかと。ところ
が、外務省の立場があるわけです。北方
四島というのはソ連によって不法占拠さ
れ、その状態がロシアになっても続いてい
る。不法占拠されている所にインフラを作
ると、不法占拠を助長しかねない。それか
ら、医療機材等を入れるときに、ロシアの
規則に従うとロシアの管轄を認めたことに
なりかねない。こういうことを外務省条約
局（現国際法局）は言うわけです。しか
し、今ここで北方領土を引き寄せるのが
チャンスだということで、そこで鈴木宗男
さんが登場したわけです。
外務省というのはアメリカを外圧で使う
こともよくあるのですが、政治家を外圧
で使うこともあるわけです。欧州局が鈴
木さんのところにお願いに行くわけです。

講演-Ⅱ
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「先生、実現したいと思うのですが、どう
も条約局が堅くて」と。そうしたら「分
かった」と。鈴木さんが出てきて「あんた
方、条約局が……」とかという感じで言う
と、本当は外務省の欧亜局はやりたいわけ
です。ところが、鈴木さんの圧力でやらざ
るをえなかったという話にして、北方四島
に少しずつ出ていくのです。
そこで外務官僚は何を考えたか。北方四
島に恒久的なインフラ設備は作らない。イ
ンフラはよい、しかし恒久的なものはだめ
だと。では、恒久的なものと恒久的でない
ものとの違いは何か。基礎工事をしている
と恒久的になる。だから、基礎工事をしな
いプレハブだったらかまわないということ
で、それでプレハブの病院を建てるように
なったわけです。そうであれば、あとで
持ってくることができるからと。
ジョージ・オーウェルの『アニマル・
ファーム（動物農場）』で、「動物は決して
ベッドで寝てはいけない」と、動物十戒と
いうものの一つに書いていますね。ところ
が、ある日見てみると、動物たちがベッ
ドの上で寝ている。どういうことだろう
と思ってもう一度動物十戒を見に行くと、
「動物たちは決してシーツを掛けたベッド
の上で寝てはいけない」という、“シーツ
を掛けた”というのが付いている。これと
同じようにして、いろいろと規則を変容さ
せていくというのが、官僚の腕なのであり
ます。こんな形で、私たちは北方領土のイ
ンフラ整備を進めていました。
国際交流でロシア人のお医者さんとの交
流もあると思うのですが、どうもアメリカ
のお医者さんやイギリスのお医者さんやフ

ランスのお医者さんと比べて、関係がそれ
ほど深くならないという印象を皆さんは持
たれませんか。あるいは国際会議に出てき
ても、夜お酒を飲んでうちとける時はうち
とけるのだけれども、その先、プライベー
トな関係はなかなか続かない。それには理
由があるのです。
ロシアのお医者さんのほとんどが白衣を
着て出てくるのですが、実際はもう一つ別
に制服を持っているのです。ロシアの軍籍
を持っているお医者さんが非常に多いので
す。そうすると、軍規保護という観点にお
いて外国人との接触が非常に制限されてし
まうのです。しかも、軍人であることを秘
匿しないといけないというGRU（軍諜報
総局）に所属している人が結構いるわけで
す。
話せる範囲で、私がモスクワで経験した
ことを言います。ある時、ゲンナジー・ブ
ルブリスさんから電話が掛かってきまし
た。この人はエリツィン大統領の側近で、
ソ連崩壊のシナリオを作った人です。ブル
ブリスは片頭痛持ちで、その頭痛の面倒を
見てくれるよいお医者さんがいる。そのお
医者さんが至急日本に行きたいのだけれど
も、ビザがうまく下りないので、うまく
やってくれという依頼でした。ロシア人の
ビザというのは、日本での受け入れがきち
んとしていないと出ないのです。そこで調
べてみたら、ある気功を専門とするクリ
ニックの理事長が受け入れになって、過去
のデータを調べてみると相当の回数、その
お医者さんは日本に行っているわけです。
権力の中枢にこのお医者さんは何か関係
があるなと思って、私のアンテナが震えた
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のです。それですぐにビザを出す手配をし
て、丁寧にパスポートを届けに行ったので
す。「どこに届ければいいでしょうか」と
言ったら、「モスクワのフランス大使館の
前に、モスクワ健康センターという建物が
あるので、そこに来てくれ」と言われまし
た。電話帳を見ても、地図を見てもそんな
建物はないのです。それでフランス大使
館の前で公衆電話から電話をかけ、「どう
やって行ったらいいですか」と尋ねたら、
「倉庫のような建物があって、通用門のよ
うな扉がある。その横のインターフォンを
押してくれ」と。そしてインターフォンを
押したら「誰だ」と言って、中から人が出
てくるのです。そうしたら、その中に全く
別の、ものすごく立派な建物がある。そこ
には「モスクワ健康センター」という標識
が書いてあるのです。要人の健康管理をす
るための特別のセンターで、そこは普通の
西洋医学だけではなくて、気功であると
か、鍼であるとか、整体であるとか、そう
いうことと、それにスポーツ施設、これが
一緒になっている特別のセンターなので
す。
それを縁にして、そこのお医者さんたち
とゆっくり話すようになりました。ある
時、パーティに呼ばれたら、いつも会って
いるお医者さんが軍服を着ているのです。
軍服を着て、一人は少将、一人は大佐の肩
章が付いているわけです。「お前は友だちに
なったから、もうわれわれの正体について
若干話してもいい。われわれはサンクトペ
テルブルグにある長寿研究所にも所属して
いる」と。「えっ、長寿研究所って何です
か」。「ソ連の要人がかつて大変に年を取っ

ていた。指導部が皆、年寄りだった。その
ときにいかに長生きをするか、そのための
いろいろなノウハウを集めて研究している
所なんだよ」、こんな話をされた。
それで彼らと話していると、先ほど感染
症の話がありましたが、感覚が全然違うの
です。新型のインフルエンザが出たとき
は、「そういったときは佐藤君、まずそれ
が人為的なものなのか、それとも自然に発
生したものか、そこを注意して見るんだ」。
「えっ、人為的というのはどういうことで
すか」。「人為的というのは、生物兵器の可
能性があるということだ。われわれの業界
はすべて悪意を想定するんだ。性悪説で考
えないといけない。アメリカ人もそうやっ
ているぜ」。こういう感じの人たちなので
す。モスクワで、私はそういう経験をしま
した。
ただそこで感じたことは、お医者さんた
ちのネットワークは非常に強い。お医者さ
んたちのネットワークは三つありました。
一つは今言った軍医、この人たちは政治と
非常に関係が近い、そのネットワークで
す。それからもう一つは専門医、この中心
になったのは、国際的にも著明な心臓移植
の権威であるチャゾフさんを中心とするグ
ループで、このネットワークでした。それ
からあともう一つは、一般の民間の臨床の
お医者さん。看護師から医師免許を取るの
はロシアの場合簡単なのです。ある程度の
実務経験があれば看護師から医師の免許を
取ることができるわけです。そういう草の
根のお医者さんたちのネットワーク、これ
は女医さんたちが多かった。この三つのグ
ループがあって、ロシアの中では大変に大

講演-Ⅱ
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きな圧力団体になっています。
ソ連が崩壊しロシアになっても、お医者
さんたちはお医者さんたちのネットワーク
を持ち、自分たちの中の助け合う伝統があ
る。ロシアの場合は商品経済の部分という
のは昔から少ないのです。医療の分野で、
株式会社として非常に成功した人たちが、
かつての大学の友人であるとか地縁である
とかいろいろな関係で、経済的には苦しい
お医者さんをサポートするのです。それか
らお医者さん同士の間での相互扶助もあり
ます。ですから、そのへんで商品経済的な
システムが崩れても、お互いのネットワー
クが維持されていることが、あの国にはあ
るのです。

中間組織としての日本医師会に
期待すること

私は日本医師会というのも、中間組織と
して非常に重要な団体と考えています。職
能集団であるとともにエリート集団です。
この集団の中には集合的無意識というの
があるのです。今までの55年体制の中で、
自民党にとっての最有力な支持母体であり
ました。しかし、政権交代があったからと
いって、自民党から民主党に移るという下
品なことはしたくないと日本医師会は考え
ていると思います。また今度民主党がどの
ようになるか分かったものではないですか
ら、そのへんの危険に対する意識も集合的
無意識としてあるわけです。ですから、私
が観察しているところでは、現時点で日本
医師会は政治への過度なコミットメントを
しないという政治的な判断をしていると思

います。
しかもそのような中で、おそらく前科が
ある私のような人間を呼んだというのは初
めてのことだと思うのです。これも、今皆
さんは何となく面白いと思って呼んでいる
のでしょうが、一種のトリックスターのよ
うな私を連れてきてここで話をさせること
には何らかの意味があるはずです。今、実
際何が動いているのだろう、日本の国家の
中にどのような変動があるのだろうかとい
うことを、何となくつかみたいという集合
的な無意識が皆さんの中にあると思いま
す。
重要なのは、この日本医師会が政府機関
でない中間団体だということです。私の世
代ですと小学校のとき、武見太郎会長のと
きの保険医総辞退、あれが非常に記憶に
残っているのですが、あれは私は歴史に誇
るべき戦いだったと思うのです。なぜかと
言いますと、職能集団で中間集団である自
分たちの大義名分があるとともに、自分た
ちの団体の個別利益もある。実は、個別利
益と大義名分が両方合わさったような闘争
を組むことができる組織というのは、有能
な組織なのです。大義名分だけだったら、
長続きしません。個別利益だけでしたら、
社会のほかの人は誰も支持しません。この
双方をどのように合わせるかという、この
ことを皆さんはきっと今、集合的無意識の
中で考えておられるのではないかと、私は
見ているのです。
ですから、私は、あえて申し上げるので
すが、日本医師会のエゴイズムを抑制する
必要はないと思うのです。ただその場合
は、ラテン語でエゴ（ego）というと一人
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称単数になってしまうのですが、集団的エ
ゴイズム、ほかのお医者さんたちにも認定
されるような、そのようなエゴイズムであ
るならば、堂々と主張するべきなのです。
たとえばどういうことか。私には検察官
出身で今は弁護士になった人と、何人か仲
良くしている人がいます。そのうちの一人
が郷原信郎さんです。彼は今の特捜の佐久
間さん、特捜部長と同期です。東京大学の
理学部から検事さんになったという変わり
種です。彼は日本のコンプライアンス研究
の第一人者ですが、「コンプライアンスが
日本を滅ぼす」と言っているわけなので
す。過剰な法令遵守によって、日本の企業
もすべて萎縮してしまう。私は医療過誤、
医療関連の裁判、ここのところに関して、
この危険性があると思うのです。このへん
のところについて、なかなか声に出せない
というのも、皆さんはモラルが高いから
あると思うのですけれども、「こんなこと
じゃやってられないんだ。皆、萎縮してし
まう」ということは、もっと集合的エゴイ
ズムとしてストレートに言ったほうがよい
と思うのです。
私は、今の日本の国家体制はすごく嫌な
方向に向かっていると思っています。検察
に捕まり、長期間の取り調べを受けたこと
があるので、検察官の内在的論理はだいた
い分かります。2009年11月の半ばに、今
回逮捕された石川知裕さんから相談を受け
たのですが、石川さんは面白いことを言う
のです。
「私の秘書のところに日経新聞の記者が
来ました。そして、こういうことを言い残
していったんです。検察が石川は階段だと

言っています、と。佐藤さん、どういう意
味ですか」。その時に私の目がちょこっと
光ったらしいです。「それは2002年に外務
省のラスプーチンこと佐藤を階段にして、
鈴木宗男につなげる事件を作っていくとい
うこと」と。そうしたら石川さんが言うの
です。「僕、捕まるのでしょうか」。「捕まる
かどうかは分からないけれども、摘発され
る。在宅か逮捕は別として。検察は案外
フェアだから。私たち情報屋のような複雑
な情報操作はしない。そういうことを言っ
て、あなたがどれぐらいおびえるかを見て
いるのだから、よくアンテナを張っていた
ほうがいい」と。それでアドバイスしてお
いたのです。
「取調室の中というのは、人間と人間の
勝負なんだ。検察官というのは、いい連中
なんだ。たとえば私も言われた。『鈴木宗男
の家を調べてみたんだけども、政治資金は

講演-Ⅱ
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あるけれど、貯金はほとんどないぜ。今一
生懸命頑張っても、外に出ても面倒をみて
もらえない。あなたはロシア語ができるの
だから、早く飲み込んじゃって、新しい人
生を始めればいいじゃないか。外国に何年
か行って、執行猶予が明けたぐらいのとこ
ろで大学の先生になったらいいんじゃない
か』とか、こういったことを本気で心配し
てくれる」。
石川さんも捕まる直前、13日、14日に

彼は相当厳しい取り調べを受けたのです。
14日の朝、話したら言うわけです。「佐藤
さんの言われたとおりです。早稲田大学の
先輩で、僕は商学部だったのですけれど
も、社会科学部出身の検事さんが出てくる
んです。同じ早稲田マンだと。『君は小沢に
忠誠を誓っているけれども、小沢は君を
切っているぞ。ほかの秘書と比べても冷や
飯を食わされていただろう。政治資金規正
法では君はアウトだ。仮に争ったって、公
民権停止がつく。これは在宅でも5年だよ。
裁判なんか争っていたら40歳を超えちゃ
うよ。今人生をやり直せばいいよ。小沢な
んかと付き合って運が悪かったんだ』と」、
こんな感じで言うわけです。そうするとや
はり石川さんも若いですから、ちょっと動
揺するというのです。
しかも、そのあと「明日、君が取り調べ
に応じなくて、明日、否認を押し通すなら
ば、君が持っていかれる可能性は五分五
分だ」、検察官がこんなことを言うわけで
す。午前10時から午後4時まで取り調べ
をして、それで取り調べから帰ってこない
から弁護士が心配して電話をしたのです。
そうしたら検察が30分以内に返事をする

と。これは逮捕かと思ったら、1時間後ぐ
らいに会館に強制捜索がありました。それ
でそのあと彼は戻ってきて、夜11時まで
ずっとそれに立ち会っている。「明日会うと
約束すれば、今日はこれで帰っていいけれ
ども、そうでなければ今から検察庁に来て
もらう」。こうなるともう頭が朦朧として、
もうどうでもいいと思ってしまう。こうい
う感じなのです。
私は石川さんにこう言いました。「取り調
べに入ってしまうと、弁護士とは30分し
か会えない。検察官とは8時間なり10時
間なり、毎日話をしていると心理的にだん
だんだんだん引きずられていく。それで検
察官は結構いいやつなんだ。あなたのため
に頑張って、もっと山ほど被せてこようと
する検事がほかにいるから、そこから守っ
て弁護士みたいなことをやってくれる。そ
うすると、この検事に点を取らせたいな、
お世話になったなと思って、思わず譲って
しまうことがある。あなたの場合、譲って
しまった場合、一生後悔するだけじゃな
く、日本の歴史に影響を与えうるからね。
それは考えておいたほうがいいよ」と。そ
のへんのことが、石川さんの心の中で残っ
ていたと思うのです。
ただ心配なことがあるのです。率直に言
いますけれども、民主党はファシズムの傾
向があります。ここで気をつけないといけ
ないのは、ファシズムというのはナチズム
とは違うということです。戦前の政治学の
教科書や百科事典を見ると、ファシズムと
いうのは、たとえば厚生経済学のパレート
などもファシズムの理論家として説明され
ています。それからニュー・ディール政策
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もアメリカのファシズムという形で解説さ
れているものがあります。共産主義の道で
ない形において国家介入を行って、資本主
義の格差を是正していくというのが、ファ
シズムの経済政策の特徴です。
民主党は今、左ウイングで何をやってい
るか。私は民主党が社民党を切ることはな
いと思います。むしろそれよりも重要なの
は、たとえば湯浅誠さん、年越し派遣村を
やった人、この人が内閣府の委員で入りま
したね。それから雨宮処凛さん、ワーキン
グプアの問題をやっている彼女の仲間たち
は、麻生邸見学ツアーというのをやって公
安部に逮捕されました。この人が今、厚生
労働省のナショナルミニマム委員会のメン
バーです。それからさらに JR総連、ここ
は非常に戦闘的な労働組合でそれこそ公安
部とぶつかっています。ここから今度、組
織内候補を参議院で出す。こういうことを
決めたと民主党の山岡国対委員長が JR総
連の旗開きで言っていました。小沢幹事長
の了承を得たと言っていました。となる
と、左というのは、もはや日本では日本共
産党と新左翼の非常に小さいグループ以外
はなくて、全部民主党に統合されているの
です。
では、右のほうを見てみましょう。高野
山における小沢さんのキリスト教批判、こ
れが非常に重要だと思います。要するに伝
統的な宗教、高野山というのは密教ですか
ら、伝統的には神道と近いのです。そこ
で、民主党は伝統的な宗教、寛容の伝統を
持っている多元的な宗教というのは味方だ
ということを強調したのです。今、自民党
にとって最大な支持基盤になっているとこ

ろの神社本庁、ここのところを民主党に近
づけていこうということを小沢さんは考え
ているのだと思います。神道政治連盟、さ
らに明治神宮、そして教派神道の出雲大
社。そうすると、小沢さんや民主党がやっ
ていることが成功するとどうなるのかと言
うと、自民党は日本会議と産経新聞にサ
ポートされた極右グループになってしま
う。こういうことを目論んでいる。
これは東ドイツのような感じなのです。
東ドイツにはドイツ社会主義統一党以外に
も、キリスト教民主同盟や自由民主党、あ
るいは悔い改めたナチスの人が加わる国民
民主党などという政党がありました。しか
し、最初から議席が決まっていますから、
複数政党制でも政権交代が絶対ないので
す。昭和17年、1942年の翼賛選挙、大政
翼賛会の下で行われた唯一の選挙ですが、
翼賛推薦の国会議員は82％しかいないの
です。18％は非翼賛なのです。
今度の参議院選挙で石井一さんが選対本
部長になっている。彼は創価学会施設を監
視すると言っているわけです。しかし、裏
返して言うと、そういう人がいると創価学
会としても公明党にしても民主党に近寄り
にくい。そうすると創価学会と公明党がよ
り妥協して民主党に接近してくることにな
ると、私は小沢さんは計算しているのでは
ないかと思います。
現に習近平さんと天皇陛下の会見に関し
て、自民党が問題にしようとしたのを、山
口那津男公明党代表は「問題ない」と言っ
て打ち切ってしまいました。それから今度
の補正予算に公明党は賛成に回りました
ね。予算に賛成する野党などはないと思い
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ます。
それを考えてみると、これはすべて大き
な戦略を誰か鉛筆をなめて考えているとい
うのではなく、すべて集合的な無意識に
よって進んでいるのです。集合的無意識の
中で日本国家を強化しないといけないとい
うことを考えている。小沢さんはおそらく
ヘーゲルの哲学で言うところのエレメント
（Element）、場所をつくるような役割を
果たしています。小沢さん自身の中に何ら
かの明確な国家戦略はないです。その中に
いろいろなものが入ってきてしまう。もの
すごく不気味なことになりつつあるのでは
ないかと、心配しているのです。
小沢・検察戦争で検察が勝つと、皆、検
察にびくびくする。それこそお医者さんた
ちも医療ミスに関して、医療に関する知識

がない検察官が判断するということになる
と、これは恐ろしい話です。それから、民
主党が勝利しても、何でもできると思って
いる民主党の若造たちがでかい顔をする。
こんな感じになるのもお医者さんたちに
とって面白くない。
ただギリギリのところでいけば、選挙で
小沢さんや小沢さんたちの仲間というのは
落とすことが一応可能ですから、民主党の
ほうがマシなのでしょう。検察官を選挙で
落とすことはできませんが。
ただこの時に、検察・小沢戦争のような
権力者内部の戦いから距離を置くことが重
要ではないかと私は思います。そして、そ
こでモンテスキューなのです。モンテス
キューは「民主主義を維持するのは個人で
はない」と強調しました。国家というもの
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でも民主主義を守れません。「民主主義を維
持するのは、国家と対抗しても自分たちの
仲間を守ることができる中間団体だ」と
言っているのです。そこで武見太郎先生が
やられた保険医総辞退の経験が重要なので
す。国家と正面から対立しても、自分たち
のネットワークによって自分たちの仲間を
守ることができるという、こういうネット
ワークがある。日本医師会のような組織が
いくつかあることによって、私は日本の民

主主義が担保されると思うのです。
ですから、日本医師会の皆さんが頑張る
ことによって、自民党であるとか民主党で
あるとか、政党の枠、あるいは官僚たちと
また別の位相のところから、日本の民主主
義が担保される。それによって、普通の日
本人にとって住みやすい環境が生まれるの
ではないか、こういうふうに思っていま
す。
ありがとうございます。
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パネルディスカッションパネルディスカッション

中川　それでは武見先生と佐藤先生のディ
スカッションを始めたいと思います。
武見先生のお話は、非常に大きな視野に
立って、インターナショナル・ヘルスから
グローバル・ヘルスへという、各国が国際
的な役割を果たす競い合いという流れの中
で、日本がその地位を確立することの重要
性を強調されたと思います。

私どももよく対GDP比総医療費の
OECD（Organisation for Economic Co-

operation and Development；経済協力
開発機構）での順位の低さを嘆いているわ
けですけれども、それだけではなくて、グ
ローバル・ヘルスの中の日本の医療という
認識を持ちながら、地域医療を担当するこ
との意味を考えていくべきだということを

佐藤　優

元外交官
文筆家

武見敬三 中川俊男

東海大学教授、日本国際交流
センター・シニア・フェロー

長崎大学客員教授

日本医師会
常任理事

世界の中の日本と世界の中の日本と
社会保障のあり方社会保障のあり方

パネリスト 司会
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示唆されたのではないかと思います。
佐藤先生は打ち合わせは全くなく、今日
突然のご講演でした。それで、政治への過
度のコミットメントはしないということが
大事だというのは、われわれが今そう考え
始めたところでしたので驚きました。ま
た、自分を呼んで、今、日本で何が起きて
いるのかということを知りたいと思ったの
だろうというのも、そのとおりです。そし
てもっと言えば、個別利益と大義名分を両
立させる活動をどのようにしていこうか
と模索しているのではないかと。まさに
100％当てられました。
確かに講談師のような気がいたしまし
た。立体的な講演だとおっしゃいました
が、立体的を超えて恐ろしいぐらい迫真の
講演でございました。私は座長席から拝見
していましたが、ただの一人も目をつぶっ
ている方はおられませんでした。

政権交代がもたらすもの

中川　武見先生は洞爺湖サミットで、政府
の政策立案能力の強化の重要性を指摘され
ました。また、20世紀の行政組織の限界
も認識したとおっしゃいました。そこで、
お二方にお聞きしたいのですが、昨年の8

月30日、総選挙で自民党政権が壊滅的な
惨敗を喫っしました。政権交代が実現した
わけですが、自民党の市場原理主義に基づ
いた政策運営に対して国民が全面的な拒否
をしたのだろうと思います。医療と年金を
中心とする、宇沢先生がおっしゃる社会的
共通資本について、国民の信頼を回復する

ことができるのか。国民は社会保障の行方
に大きな期待を持って見守っていますが、
来年度予算を見る限りは期待はずれの感が
否めません。そこで、お二人の認識をお聞
かせください。
今回の政権交代は、民主党が自民党に勝
利したのか、自民党自らが瓦解した結果な
のかを含めて、まずお話しいただきたいと
思います。武見先生。
武見　私は全く自民党を弁護するつもりは
ありませんし、私自身がしてきたことの弁
護もするつもりはありません。先の衆議院
選挙というのは、私は大きく見て、やはり
日本の民主主義が一歩前進したのだと思い
ます。すなわち、政権が交代することの新
たな選択肢を国民が確保することによっ
て、先ほど佐藤先生もご指摘になったよう
な、新たな大きな政策の選択肢を確保する
という、民主主義の一歩前進が起きたと思
います。その意味は、自民党という旧来の
政治勢力が果たしてきた役割にもはや限界
があったということが明白で、特に官僚に
あまりにも依存しすぎて、自ら国民世論を
新たに統合して独創的に未来に対する目標
を設定することができなかったという点
は、まさに自民党の致命的な欠陥でありま
す。国民はそのことに気づいて、それに対
するアンチテーゼとして民主党をお選びに
なりました。
そして、この結果どういう政治現象が起
きたかというと、外交安全保障も含めて、
従来は一部の官僚エリート、また自民党の
一部のかなり優秀な政治家が一体になった
形で、むしろ世論という役割は抑えた形
で、外交安全保障の政策は組み立てられる
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という時代が過去にずっと続きました。し
かしこれからは、国民世論という実は得体
の知れぬ新たなものがドンと大きく存在感
を増して、これが実際に外交や安全保障の
政策決定にも大きく影響を持つという、そ
ういう時代になってきたように思います。
そういう点で国民世論が、今度どのような
形で政策的に収斂をしていくのか、単なる
数合わせの議論だけではなくて、実はそこ
に日本の未来を見出しうると私は考えてい
ます。とりあえず、以上です。
中川　佐藤先生、いかがでしょうか。
佐藤　私は小泉元総理に申し訳ないなと
思っているのです。実は2001年に小泉さ
んが「自民党が変わらなければ自民党を
ぶっ壊す」と言ったのですけれども、単な
るレトリックと思っていたのです。小泉さ
んほど派閥的な体質の強い政治家はいない
ですし、清和会の体制を強化しているだけ
ではないかと、檻の中でもそう思っていた
のです。ところが、それは間違いでした。
小泉さんは議員バッジを外されましたけれ
ども、去年の8月30日の選挙で着実に公
約を実現したわけです。「自民党が変わらな
いから自民党を壊す」ということです。
それからもう一つすごく重要なのは、こ
れは決しておべんちゃらではないですが、
今、民主党の政治家でこうやって表に出て
きたときに、民主党の問題点について率直
に言うということができる政治家はいない
です。何か空気のようなものにおびえて、
あの人たちは物を言わないのです。ところ
が自民党は、武見先生を代表として、自分
たちの党に対して、小泉さんがいちばん強
い時でも、小渕さんがすごく力を持った時

でも、文句を言うことはできたのです。文
句を言っている人たちも、自民党の危機だ
ということになったら、今度は逆にぎゅっ
と結束することができたわけです。民主党
にはそれを感じない。ですから、私は民主
党に対しては、何とも言えない不気味さが
あるのです。
中川　ありがとうございました。

国際政治の中の日本

中川　次に武見先生にお聞きしますが、グ
ローバル・ヘルスという流れの中で、各国
はいわゆる外交的な課題として健康という
ものを考え始めたとお話しされました。一
方で佐藤先生は、保護主義的な性格、それ
から自国の利益を考えるムードがまた復活
してきたのではないかと。逆の方向の認識
をお持ちかなと思うのですが、そのへんの
ところについて、お二人はいかがでしょう
か。
武見　これはきわめて興味深い認識の違い
なのです。私は実はこのグローバル・ヘル
スの仕事をしながら、各国、特に欧米諸国
の中で、自分たちの影響力を確実に拡大し
ながらこの分野での役割を広げようとして
いる国々、政府がいくつもあることに気が
つきました。
面白いことにG8で私どもが提言をして、

それに基づいた保健システム設計について
の決議案を厚労省国際課が初めて起案をし
て、WHOの総会に出したのです。総会に
出すにあたっては、1月に行われる理事会
にまずその案を出すのです。実は去年の理
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事会で、わが国はWHOに加盟して以来初
めて独自の提案を出したのです。それぐら
い厚生労働省というのは国内のことしか見
ていなかった。この保健システム設計とい
う大きな議案について、初めて独自に鉛筆
をなめて政策を策定して、その提案をし
て、共同提案国を募ったのです。
結果、どういうことが起きたか。韓国は
きわめて協力をしてくれた。中国も同じよ
うな提案を別の観点からしようとしていた
けれども、それを自ら調整して日本に協力
をした。シンガポール、タイも非常に調整
をして多数派工作、特にアフリカ工作など
に協力してくれた。しかし、欧米諸国は一
か国も共同提案国になってくれなかった。
私はその紙を持ってあちこち飛び回って、
欧米の関係者のところに行ったけれども、
「申し訳ないけれども、今回は協力できな
い」と。
すなわち、それが現実なのです。中身の
問題だけではありません。そこには明確な
ポリティクスがあるのです。そしてまた同
時に、こうした今の21世紀の国際政治の
特徴が、二次元的パワーポリティクスなの
です。
一次元というのは、まさに19世紀、20

世紀の軍事力、経済力、あるいは人口の規
模その他のさまざまな地政学的な条件に基
づいたパワーポリティクスであって、そ
れは今日においても厳然として残ってい
ます。そのきわめて明確な国益に基づい
たパワーポリティクスによって、こうし
た国際社会共通課題についても対応する。
その最も典型的な国が中国です。COP15

（Conference of Parties；締約国会議）

の時にもそれがはっきりと出てきた。そう
いう中国に対する批判が、確実に欧米諸国
だけではないアジアの中にも、実は広がっ
ています。
これが二次元的なパワーポリティクスの
源泉なのです。そして、そのまさに二次元
的なパワーポリティクスのところで日本が
その役割を構築し、影響力を拡充していく
ことで、どこまで効果があるか私はまだ分
かりませんが、一次元的なパワーポリティ
クスで明らかにこれからアジアの中で劣勢
になる日本の立場というものを、どこまで
補強して、全体としてわが国の外交安全保
障政策としていくかということを考えた
い。
したがって、現実の一次元的パワーポリ
ティクスの中で、きわめて明白に国益に基
づいて、昨今特にこうした政策行動が現実
に出てきていることは、私も佐藤さんが言
うとおり認めます。しかし、同時に、それ
だけではない、もう一つ別の次元の動きも
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確実にあるということに着目して、二次元
的な外交安全保障の戦略を組み立てなけれ
ばならないという、わが国の立場を私は言
いたかった。
中川　ありがとうございます。佐藤先生。
佐藤　私も認識は全く一緒です。アルファ
ベットで言うとTの文字をイメージすると
よいと思います。上のほうの人、国際化の
情勢に慣れている人たちは、国際的に横の
広がりを相当持っているわけです。日本
の、たとえばここに今おられる方々も、学
術論文を書くときに、日本語で書くよりも
英語のほうが多いのではないでしょうか。
要するに、日本の大学の紀要に書くとき
も、理科系の人は今ほとんど英語で書きま
すね。これが一昔前までの日本の学者には
できなかったことなのです。
ところが、こういう恐ろしい話があるの
です。私は慶應義塾大学と早稲田大学で去
年お手伝いしていました。慶應大学の大学
院のインテリジェンス講座、手嶋龍一さん
がやっているところに、手伝ってくれと言
われて行ってまいりました。
私は大学で手伝いをするときには、必ず
第1回目に試験をやるのです。それは何か
というと、年号について100題の筆記テス
トをするのです。どういうものか。真珠湾
奇襲、広島の原爆投下、明治維新、ソ連崩
壊、ロシア革命、日露戦争勃発、要するに
山川出版社の高校の世界史教科書の太字に
なっているものが中心です。
武見先生、慶應の大学院の2年生で平均
点は何点ぐらいだったと思いますか。平均
点は4.2点です。それから早稲田大学の政
経学部3年生でやりました。これは5点で

した。
この早稲田と慶應の差というのは、早稲
田の人は2年前に大学の試験を受けていま
すから、その差だと思うのです。しかし、
これは恐ろしい話なのです。
たとえば1936年の2・26事件が2003年

とか、広島への原爆投下が1990年とか、
こういう答案が出てくるのです。これは外
交官を志望している人とか、ジャーナリス
トを志望してる人とか、国際政治を志望し
ている人なのです。
なぜこういうことになるか、理由は二つ
です。
一つ目は、まず受験勉強が嫌いなので
す。要するに何で早稲田の政経に来たの
か、慶應の大学院に来たかというと、成績
がよかったから、親の期待に応えるため、
学校の先生の前ででかい面をしたいとか、
こういう理由なのです。
それから二番目に、受験勉強に意味がな
いと思っているのです。
そして、人間は意味がなくて嫌いなこと
は絶対に記憶に定着しないのです。
こういう形で高等教育を受けても、T字

型の真ん中のズドンとした太いところに
なっても国際的な感覚は出ないのです。統
計的にも今、外国に行く日本人の数は減っ
ています。
ですから、大学教師としてやらなければ
いけないことは、なぜこれを覚えないとい
けないか、なぜ勉強しないといけないかと
いうことに対するインセンティブを与える
こと。ですから、たとえば1648年のウェ
ストファリア条約、この年号を誰も覚えて
いない。ちなみにこれは早稲田でも慶應で
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も0点でした、1人も正解者がいませんで
した。国際政治の原点なのだということを
教えると、後は大丈夫なのです。そうする
とあとから手紙が来て、また試験をやって
も9割取れるようになるのです。
ですから、どうもナショナルになってい
るというのは、そこのところに知的な劣化
が合わさって起きている現象だと私は思い
ます。
中川　ありがとうございます。

今後の社会保障政策について

中川　武見先生、先ほどの話に戻ります
が、20世紀型の行政組織の限界を認識し
たとありました。そこで、また現政権の話
になりますが、マニフェストでは、たとえ
ば医療では、OECD並みに医療費を上げ
るのだとかいろいろと医療に従事する者に
期待を持たせるような政策をどんどん出し
て、われわれも期待していたわけですが、
実際の予算編成になるとそうでもないとい
うことになりますが、今後の民主党政権の
社会保障政策をどのように見ておられるの
か、一言お願いします。
武見　正直どういう社会保障政策について
の全体像を民主党が持っているのか、私は
よく分からないです。皆さん、分かってお
られるのですか。
佐藤　全く持っていないと思いますよ。
武見　ですから、何をしようとしているの
かよく分からない。
それから、後期高齢者医療制度の廃止だ
けはお決めになったけれども、ではそれに

代わってどう新たに抜本的な医療保険制度
を改革するのか、きちんとしたビジョンは
私も聞いたことがない。
したがって、まず本当はこういうものを
議論するときには、プロであれば、どこま
で政策実現性があるのか、実現される政策
がどこまでサステイナビリティがあるのか
というのを、普通はまずきちんと見極めよ
うとするわけです。けれども、私は正直、
材料がないからよく分からないのです。お
そらくその場、その場で解決していくので
はないかという感じはいたします。
こういう時においてこそ、地域医療を中
心として医療の現場をきちんと理解して、
その専門的知見を有する団体である日本医
師会が政治に翻弄されないで、いかに自ら
の専門性と知見に基づいて一貫した政策提
言を行うかが大変大きな意味を持ちます。
医療制度改革の議論が、今後政治の舞台で
展開されるときに専門的知見に基づく基軸
を作るということは、わが国の今後の医療
保険制度改革を考えるときに、死活的に重
要な課題になってくるだろうと私は思いま
す。
中川　ここには民主党の方はいらっしゃい
ませんので、こうした場で民主党の政策に
ついてどう思うかについては、批判的な論
調になるのは本意ではないのですが、しか
し、佐藤先生、お願いします。
佐藤　世間ではどうも私は民主党系とみな
されているようですが、私自身はそのよう
な認識をしていません。ここで重要なのは
鳩山由紀夫研究をすることです。皆さん、
鳩山さんはスタンフォード大学で学位を三
つ取っているのです。まず修士号を二つ
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取って、その後operations researchで博
士号を取っています。いったい何の専門家
だと思いますか。鳩山さんは“決断”の専
門家です。
これは本当なのです。しかも、数学がお
好きな方は覚えておられると思うのです
が、マルコフ連鎖という、恐らく教養課程
のときに皆さんが勉強された確率の数学で
す。たとえば、「海辺の美女の問題」とい
うもので、「お見合い問題」とも、「秘書の
採用問題」とも言われます。順番に人が出
てくる。一回断ってしまったらその人の敗
者復活戦はない。それで、どこのところで
決めればよいか、ということなのです。
これの専門家で、大体 1,000人いると

368番目より後に368番目よりも少しでも
いい人を選ぶと確率的に最もよい人選がで
きるというのです。要するに鳩山さんは、
「直前に起きたことで物事を決めるのがい
ちばんよいことが決まるのだ」、という理
論の研究家なのです。
それから、このマルコフ連鎖を応用した
部品があちこち壊れているような機械をだ
ましだまし動かして何とか仕事をやってい
くという、そういう研究の専門家です。鳩
山さんの発想はすぐ決断をすると損をする
から、少し先に決断のタイミングを決め
る、そのタイミングを決めた直前の物事に
合わせてやれば最適の結果が出るのだとい
う、マルコフ連鎖理論の影響を強く受けて
います。そこのところからみると、鳩山総
理の行動について、私は結構整合的に読み
解くことができると思うのです。
ちなみにイギリスはその方法を使って、
第二次大戦でドイツと戦って勝ったわけで

す。ただ、それが今の日本に適用できるか
どうかというのは、別の問題なのですが。
本当に、この鳩山さんという人のキャラ
クターが、私は非常に今の政権で重要だと
思っているのです。そのへんのところは、
なかなか見えないのですが、その場しの
ぎ、場当たり的にやっていることの中で、
鳩山さんはそれで生き残っていけるのだと
いう今までの経験則と、それから理論的な
裏付けがあるのではないかと、私は見てい
るのです。
武見　私は民主党政権、鳩山内閣というの
が、どういう保険医療に関わる政策を組み
立ててくるのか、これは当然保険医療に従
事する人々にとっては、今後死活的に重要
になってくることは明白です。そういう中
で、たとえば医療保険というものについ
て一本化を図ろうということだけはおっ
しゃっているけれども、これは実は私の父
の時代から、医師会もこういう主張はして
いた。しかし、自民党政権は現実的な対応
措置で来たから、これは実現できなかっ
た。
そういう中で起きたのが昭和 36年、

1961年に皆保険を導入した時の一斉休診
であり、その10年後、1971年の保険医総
辞退。これはまさに政権与党というものを
選挙では支持しながらも、実は真っ向から
敵対をして、自らの団体の立場というもの
を強く打ち出して戦ったわけです。そこに
ある政治スタンスというのは、非常に複雑
なスタンスでした。
私は覚えていますけれども、昭和46年、

保険医総辞退で佐藤内閣との間で12項目
の合意が達成できた。終わったあと、わが
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家に帰ってきて、食堂で父親と話す機会が
あった。
「今回の保険医総辞退は大変大きな成果
が上がった。これでお医者さんたちは実際
に患者さんから取りはぐれる心配もないだ
ろうし、安定してくることになるだろう。
これは大変大きな成果だったと思う。
ただ他方、俺は一つ心配していることが
あるんだ。医学・医療というのは日進月歩
で、進歩するものなんだ。保険医療だけ
で、こうした医学・医療の進歩をすべてカ
バーすることはできない。しかし、保険医
療という制度が充実していくことによっ
て、逆にお医者さんたちが保険医療の奴隷
になってしまって、保険医療の中でしか医
学・医療というものを考えなくなるという
ことを、俺は憂いている」。
これが勝利した直後の発言です。これ
は、私は今でも克明に覚えています。その
結果がどうなってきたかということは、今
の現状をご覧になればお分かりだろうと思
います。
改めて、この民主党政権の下で、一本化
を含めた非常に抜本的な医療保険制度、医
療制度の改革というものがこれから進むで
しょう。その時に改めて、こうした医師会
の原点というものに立ち返って、私は真に
国民の医療というものを守るための純粋な
独自性のある役割を、私は医師会に求めた
いと思います。
中川　佐藤先生、どうぞ。
佐藤　武見先生のおっしゃるとおりだと思
います。要するに民主党は何の政策もな
い。あのマニフェストにだまされないこと
が重要だと思うのです。紙に書いたから実

現するというのは、まさに官僚的な発想で
す。
むしろ、民主党の目的関数が何なのか。
民主党の目的関数というのは、権力を維持
するということです。おそらくその中でい
くつかの制約条件があるのです。その制約
条件が、かつて自民党にとってきわめて有
力な支持母体であったところの日本医師会
です。そうすると、これは制約条件なので
すから、一つの項として彼らの関数体に
入っているわけですから、大きな形で自分
たちの主張を一丸となってやれば、結果に
影響を与えるわけなのです。
ですから、皆さんが自信を持って、職業
的良心から国民のためになるということと
同時に、職能集団であるお医者さんたちの
ためになる、その両方を合わせた連立方程
式を作ることです。皆さんだったら組み立
てることができると思うのです。それで提
示すれば、鳩山政権も民主党政権も無視で
きない。そしてまた、政権交代があっても
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無視できない。誰にも無視できないような
日本医師会の体制というのを、私は皆さん
は作れると思うのです。それが結果とし
て、われわれ利用する側にとっても、いち
ばん幸せなことだと思うのです。
中川　力強いアドバイスをありがとうござ
います。

日本医師会が果たすべき役割

中川　今、佐藤先生におっしゃっていただ
いたように、中間組織である日本医師会が
民主主義を守ることができる、自分たちの
ネットワークで自分たちを守ることができ
る組織が存在感を深めていくのだというお

話だったと思いますが、個別利益と大義名
分が両立する理論武装をわれわれはしてい
るわけです。個別利益というのはちょっと
引っかかりますが。
たとえば地域医療崩壊を防ぐ、もしくは
再建するために、医療費の全体的な引き上
げをすることによって、医療機関の経営が
健全化して医療の質と安全性が高まるのだ
という理論を展開しているわけですけれど
も、そこでも最近のあるべき医療の議論は
本当に政治に翻弄されています。過度に政
治にコミットメントするべきではないとい
うアドバイスも、私は非常にありがたかっ
たと思います。
先生、そのへんのことをもう少し詳しく
教えていただけませんか。
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佐藤　真理というのは、神は細部に宿り給
うと。同時に悪魔も細部に宿り給うのです
けれども。これはおべんちゃらではなく
て、一人ひとりのお医者さんたちの質とい
うのは非常に高くて、人間性もよいので
す。
私は檻から出てきて、西国分寺という町
に住んでいました。そこに開業医で丸茂医
院という、丸茂菊男先生という八十何歳
の、慶應大学を卒業された先生のところに
通っていました。現役外交官の時に、扁桃
腺を腫らして大学病院に入院したことが
あったのです。その時は目が真っ赤になっ
てしまって、ウイルス性の流行目か何かで
はないかということで、何度も検査をした
が、全然分からなかった。また、それと同
じ症状が出たのです。その丸茂先生のとこ
ろに行ったら、「あなたはお父さんがサル
コイドーシスか膠原病の系統を持っていま
せんでしたか。これは強膜炎です。それだ
から、内臓のほうから来ていると思う」と
いう正確な診断をしてくださった。そのお
じいさん先生は、手術で喉を切られたよう
で、「院長はよく声が出ません」などと書
いてあるのですけれども、お年寄りの人
が行ったら丁寧にお話をしているわけで
す。私の家内も貧血の病気を持っているの
に気づかなかったのを、その先生に教えて
もらった。ですから、総合的な形で診てく
れて、何か自分のところで手に負えないと
ころがあると、大きな病院を紹介してくれ
る。
では、その先生の生活の水準を見てい
て、報酬というのを考えると、この先生の
やっている労働に見合っている報酬だとは

私は思わないです。丸茂先生はほんとうに
立派な仕事をしていると思います。こうい
うお医者さんは、たくさんいると思うので
す。
それから、私は埼玉県立浦和高校の出身
です。浦和高校から医学部に行った人はた
くさんいるので、大学病院に勤めている高
校時代の友だちなどもいるわけです。彼ら
は一生懸命研究をしています。では、それ
に見合うだけの収入を得ているかといった
ら、決してそうではない。
ですから、診療報酬を上げるといった形
の要求をしているのは当然のことで、ただ
何かお医者さんは金持ちだからそういう要
求をしたらいけないのだという、変な自己
抑制が働いている感じがするのです。そう
ではなくて自分たちの率直な今の実態、そ
れから将来やはり自分の子供をお医者さん
にしたいと胸を張って言える、安心してこ
の仕事をやれるのだという展望を持つよう
な形でのシステムは、こうなったらできる
のだということを、もっともっと遠慮しな
いで言ったらよいと思うのです。
それから、政界対策ということよりも、
これからは団体献金、企業献金はなくなる
でしょうから、個人でどの政治家をサポー
トするかということになってくる。それと
同時に、個人で応援団になってくれそうな
ジャーナリストであるとか、応援団になっ
てくれそうな作家というのを味方にしてい
く。こういう作業もすごく重要だと思うの
です。それでいろいろな人が総合的に発信
をして、日本医師会の言っていることとい
うのは理屈が通っているぞと。このほうが
時間というスパンで見た場合にはいいんだ
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よと。こういう議論が、いろいろな各論の
ところに出てくるような流れを作っていく
ことが重要ではないかと思います。
中川　武見先生、どうぞ。
武見　私は12年間、参議院議員をやらせ
ていただいて、全国各地を回らせていただ
いた。医師会というものを見たときに、私
は基本は郡市医師会、地区医師会にあると
思いました。そして、そこの地域医療の中
で個々の診療所、あるいは病院というもの
を通じて行われている先生方の活動という
ものが、まさに医師会の原点であり、源流
であるというように、私には思えました。
そして、わが国の医療の発展史を見て
も、まさにこの地域医療の中から、わが国
の医療サービス体制というものは構築され
てきていて、その中で実際に開業医の先生
方が果たしてきている役割というのは、国
民の医療へのアクセスという最も重要な要
を保障する意味において決定的な重要性を
持ってきたと、私には思えるようになりま
した。
今、アジア・アフリカ、世界中を飛び
回ってみると、そういう地域はまさにこれ
からそうした保険制度、医療の提供体制
を作ろうとしていますけれども、わが国
の50年前、60年前の状況とそっくりです。
そして、これらの施策は、いずれも地域社
会を中心として、どうやって新たな自律性
のある体制を保険医療について作っていく
かという議論をしているわけです。ある意
味で、人類社会の中の共通性があると思え
たのです。
したがって、この地域医療を構築してい
くことの基本的な考え方なしに、真正面か

ら医療保険制度の抜本改革だという理想論
を掲げても、それは決して成功することは
ないだろうと私には思えてなりません。
わが国の地域医療において、アクセス
の保証の精度の高さはきわめて優れてい
る。H1N1で欧米諸国は数千人規模で死亡
者が出ているのに対して、わが国はH1N1

での死亡者数というのはまだ二百人前後で
す。何で日本だけこれほど極端に少ないの
でしょうか。それはもう明らかです。初期
症状の段階から医療にアクセスできて、早
期診断、早期治療の中で48時間以内のタ
ミフル処方等ができるから、こうした状況
になるのです。知らない人から見れば、今
までは過剰診療だと言って悪口を叩かれて
いました。しかし、いざこういう状況に
なってみると、危機管理という観点から、
実はこの制度の医療の提供体制とアクセス
の保証というのは、ものすごく大きな効果
を実は持っているのです。
私はそういうことをきちんとしたエビデ
ンスに基づいて、これを論証して、それを
発表したいと、今思っているところです。
そうしたことをしっかりと政策として組み
立てられるのは、医師会の先生方しか今い
ないのです。そういうことを、私はぜひ先
生方にやっていただきたいと思います。
そして、地域医療というのは、21世紀

においても医療制度を考えるときの骨格で
す。これをぜひ守っていっていただきたい
と、私は思います。
中川　ありがとうございました。
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社会的共通資本としての医療を
守るために

中川　そろそろ時間も迫って参りましたの
で、最後に宇沢先生、恐縮ですがご意見を
お願いしたいと思います。
宇沢　佐藤さんと武見さんのお二人の大変
素晴らしい含蓄の深いお話を聞いて、私が
先ほどお話ししたことにあまり付け加える
ことはないと思うのですが。繰り返しにな
りますが、私は社会的共通資本は社会に
とって大事なもの、日本という国家を考え
るときにいちばん中心的に大事にしなけれ
ばいけないものであるということを強調し
ました。やはり心と命を守る、教育と医
療、これがいちばん大切だと思っていま
す。
経済学の世界では、心と命というのを

legitimateな概念として認められてこな
かったのです。最初に私はこの考えを少し
ずつ萌芽的に考えて、特に同僚の経済学者
から非難、誹謗されていた時代がありま
す。
その時にたまたま文化功労者として表彰
されました。1983年です。文部省で表彰
式があったあと、昭和天皇が宮中に呼んで
くださると。お茶をご馳走されるというの
で、宮中にお茶を飲みに行くことはないと
言ったのですが、妻が年金がかかっている
かもしれないというので。それまでは天皇
制には非常に批判的だったのです。
それで呼ばれて、そうしたら文化勲章を
貰った人と文化功労者と十二、三人いたの
ですが、順番に自分は何をしたかと。私は
昭和天皇が何かお話しくださると思って

行ったのですが、そうではなくて、それぞ
れが話す。
いちばん最初に発言されたのは武藤さん
という霞が関超高層ビルを設計された、地
盤の弱い東京で超高層ビルを初めて造った
方で、専門用語を交えて難しく話されたの
です。そうしたら昭和天皇がそれを遮っ
て、こうおっしゃったのです。「君、そうい
うけれど、地震の時は上の階にいる人は大
変だそうだよ」。あれは柔構造といって、
地震の時に揺れが上に行くほど大きくなる
のです。それで地震のエネルギーを吸収す
るわけです。武藤さんがそう言うと、昭和
天皇が「君はそう言うけれども、地震の
時、上にいる人は大変だそうだよ」。武藤
さんが「いや、建物は大丈夫です」。昭和
天皇が重ねて「いや、そう言うけれども、
人間は大変だそうだよ」。また、武藤さん
が「建物は大丈夫です」と。昭和天皇はと
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うとう諦めて黙ってしまわれました。
私の番になってすっかりあがってしまっ
て、ケインズがどうとか、社会的共通資本
がどうとか話をしたのです。全く支離滅裂
だったと。今日のようなお話になったと思
うのですが、そうしたら昭和天皇が身を乗
り出されて、途中で遮られて、「君、経済、
経済というけれども、人間の心と命が大事
なんだね」と。あれは非常にショッキング
でした。
話がまた長くなってしまうのですが、そ
のあとお茶をくださるのではなくて、部屋
を換えて素晴らしいご馳走、そしてお酒。
よい日本酒ができると宮中に献上するとい
うのが習慣でした。その場にはあまり飲む
人がいなくて、私はいちばん若いほうから

二番目だった。入江さんという侍従長は前
からよく存じ上げていたので、二人で飲み
出してしまったのです。
私は入江さんに、さっきの昭和天皇のお
言葉に感動して「天皇陛下は素晴らしいお
方ですね」と。入江さんもすっかり酔っぱ
らって「君、あれを育てるのに千年かかっ
たよ」と。昭和天皇がニコニコして聞いて
いらっしゃるという、非常に感動的な場面
がありました。
そのあと、何とかして命と心を守る、つ
まり医療、教育を社会的共通資本のコアに
して努力を続けて参りました。
それから先ほどお話ししたローマ法王
ヨハネ・パウロ2世の仕事をしていたとき
に、全く同じことをおっしゃったのです。
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ヨハネ・パウロ2世は、バチカンの中に命
を守るセンターというのを作られた。もう
一つ地球環境を守るセンター。そして、地
球温暖化の問題と医療、教育に非常に大き
な貢献をされた。私は社会的共通資本の考
えを広めて歩いているのですけれども、い
つもこの昭和天皇とヨハネ・パウロ2世の
お言葉がずっと心に残っています。
民主党にあまり期待できないと思うので
すけれども、民主党しかない、自民党では
だめだということになると、社会的共通資
本、特に医療、教育と地球環境、これをこ
れから守るということに、私も足りない力
を尽くしたいと思いますが、やはり日本医
師会が中心になってほしいと思うのです。
実は昔、武見太郎先生に親しくしていた
だいていたもので、今日図書室で武見さん
の書かれたものをまた読み直してみて、今

から考えると、私の社会的共通資本と同
じようなことを繰り返しおっしゃってい
る。そういうこともあって、今日の会は私
にとっては非常に満足できる、同志がいる
というような感じでした。どうか、よろし
く。
中川　宇沢先生、ありがとうございまし
た。
本日は「国のありかたを考える－平時の
国家安全保障としての医療」というテーマ
でシンポジウムを開催させていただきまし
た。宇沢先生のお話、武見先生、佐藤先生
のお話を聞いて、日本医師会があるべき未
来に向かって進む力強い組織に進化できる
勇気を与えられた気がいたしました。
これを持ちまして、医療政策シンポジウ
ムを終了します。ご協力ありがとうござい
ました。
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