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なぜ、医療基本法?

2



安心・安全？

• 今の医療に、安心できていますか?
• お子さん、お孫さんたちの時代を考えて、将
来の医療が安心できますか?
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〔医療基本法がある世界〕
・強い相互信頼
・財源の安定確保
・それぞれの役割と責務を果たす
・高い医療の質
・高い患者満足度
・高い医療従事者満足度
・・・

〔医療基本法がない世界〕
・相互不信の蔓延
・財源破綻
・逃げと非難の文化
・医療の質の急低下と地域差の拡大
・患者満足度の急低下
・医療従事者のモラル低下
・・・

日本の福祉、社会
保障ひいては社会
全体に良い文化と
循環が広がる

〔共同骨子7カ条〕

①医療の質と安全の確
保
②医療提供体制の充実

③財源の確保と国民皆
保険制度の堅持
④患者本位の医療

⑤病気又は障がいによる
差別の禁止
⑥国民参加の政策決定
⑦関係者の役割と責務

〔現在の危機〕

・国民皆保険の
危機
・相互不信
・財政難
・地域差

・患者安全と医
療の質への不安
・・・

医
療
基
本
法
の
制
定

Yes

No

われわれの求める声
みんなが求める声

医療基本法の制定は日本の岐路

新型コロナ
感染症対策



地域差
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県によって死亡率の差がある。保健活動、医療の差が影響しているのかもしれない

100が全国値。赤が悪い。ミドリが良い
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市区町村でも死亡率の差がある。保健活動、医療の差が影響しているのかもしれない
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「痛みを取る」改善余地は大きい。地域差も大きい？
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「尊厳」の改善余地は大きい。地域差も大きい？
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認知症で入院した際の拘束率。本来、拘束はゼロであるべき。地域によって差がある
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オプジーボ点滴静注100mg 10mL 入院+外来

医薬品の市販後ラグが生じている地域はないか？
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キイトルーダ点滴静注射 100mg 4mL 入院+外来

医薬品の市販後ラグが生じている地域はないか？
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脳卒中で入院してリハビリ―テーションを受けて地域の生活に復帰できるか？
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自分がリハを受ける病院のスタッフは充実しているか？
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人生の最終章を自分が望む場所で過ごせるか？



18

病院によって、患者背景だけが理由とは考えにくい治療成績差がある？



地域差

• さまざまな疾病に関して地域差の存在が懸念
される。

• 保険証をもっていて医療が受けられるといっ
ても、地域や医療機関によって治療選択や治
療成績が大きく異なりかねない

• 「助かるはずの命」を助けたい

• 「苦しまなくてもよい苦しみ」を取り除きたい
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患者ニーズと医療基本法
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正会員19団体による意見交換会（2009年2月）

①何が問題? ②どんな政策が必要? ③医療基本法に盛り込むべきことは?⇒94の意見
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患者の不勉強、甘えを改
善する

地域格差、医療の質の
改善

患者・市民が参画した医
療政策の決定

地域格差の解消

医師の専門性の向上

医師からの情報提供を
増やす

セカンドオピニオンの充
実

94の意見

キーワード

キーワード

キーワード

キーワード

キーワード

キーワード

キーワード

キーワード・・・・・・

分類、整理、集約
して骨子を作成

キーワードを抽出 医療基本法骨子の作成



「医療＋生活支援」の視点⑤

難病の研究開発促進

地域（医療）格差の是正⑥

医療の標準化⑥

専門医の確保

医療の量の確保

患者のあまえ改善②

ﾄﾞﾗｯｸﾞﾗｸﾞ解消

ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ推進

難病の最新治療情報公開

情報公開⑤

１．日本国憲法第２５条の生存権を具体化する、全ての人へ
の（質の高い医療の）提供

３．ＥＢＭ（根拠に基づいた医療）に則った最適・最善の医療の
確保

医師の意識改革

専門医の後継者育成

各論＜資源（人・技術・情報）＞総論＜理念・意識・制度＞

コールセンター③

難病対策充実

研究開発促進

人 技術 情報制度・仕組み・重点領域意識理念

専門医制の徹底

医師免許更新制へ

医師の専門分野の情報公開

治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成
健康診断・予防の充実

保険給付範囲の見直し

国民に患者との接し方を教育

医師教育の見直し④

患者中心の医療の実現③

患者による治療法選択

ＭＳＷ（ソーシャルワーカー）
育成

治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ普及

ﾘﾊﾋﾞﾘ制度の改善

障害認定制度の改善

介護の仕組みの改善

医療制度の国民への啓発

国民視点での医療制度説明

医療界の体質改善

医療の質の確保
ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ充実②

ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ推進②

医学部の門戸開放

医師からの情報提供充実
患者との交流

勤務医の過重労働解消

高度医療の集約化②

医療従事者の待遇改善

最新の研究内容の情報公開

医師の患者対応スキル向上

医療基本法の制定

日本国憲法の尊重③

患者の雇用確保②

患者の自己学習②

４．医療政策決定過程への国民（患者、家族、患者支援者な
ど）の参加 各論＜プロセス、患者の自立＞

プロセス 患者の自立

患者会活動支援②
（経済的支援、ﾘｰﾀﾞｰ育成支援）

慢性疾患患者の生活を意識した医療政策

医療政策立案への患者参画⑨

各種ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ制作への患者参画
患者会活動の拡大

メディアの参画

患者満足度調査 「自己責任」の定義見直し

副作用情報の公開

エビでンス、ＥＢＭの公開

憲法の生存権に基づく理念②

国民皆保険制度の維持

医療費の確保・増加③

２．医療が公共のものであるとの認識にたった資源の確保と
配分 各論＜資源（財源）＞

患者負担の軽減

医療費総額 医療費配分 患者負担

急性期医療と慢性期医療への配分

所得を考慮した負担へ②

給付と負担のｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ改善

医療のムダの排除②

財源配分の見直し②

国民による負担増論議

医療の非営利の徹底

医療と介護・予防等の連携

マスコミ報道の最低限の量の確保
患者を考慮した医療裁判制度

国による医療情報一元化

情報提供②

勉強会での意見（９４件）を類似性に考慮して７４のキーワードに整理し、「医療基本法 ４つの骨子（暫定版）」にあてはめた。
キーワードの右側のマル数字は、同様の意見の総数。
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会員の94の意見から、医療基本法の骨子を確認

7

図2

出典：患者の声協議会（一部、改変）

2009年当時の作業



医療基本法の骨子
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医療基本法共同骨子 前文①

• 患者にとって質の高い医療があまねく提供され、

• 国民の救えるはずの命が救われ、

• 取り除かれるべき苦痛が取り除かれ、

• 病気になっても病気と向き合って生きていける社会を、

• 国民が力を合せて実現することが急務である。
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医療基本法共同骨子 前文②

• このため、高度の公共性に則った、

• 患者本位かつ相互信頼に基づいた医療を構築することで、

• 憲法25条の生存権と憲法13条の幸福追求権が具現化され

るよう、

• 下記の7カ条を骨子とした医療政策のグランドデザインたる

「医療基本法」を

• 制定する。
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医療基本法 共同骨子7カ条

１「医療の質と安全の確保」

患者・国民が質の高い安全な医療を、十分な情報提供と納得の下に、
あまねく受けられるよう、医療提供等にとって必要な対策を実施する。

２「医療提供体制の充実」

必要な医療従事者を育成し、診療科や地域による偏在を是正し、医
療機関の整備と機能分化・適正配置を進め、十分に連携された切れ目
のない医療提供体制を実現する。

３「財源の確保と国民皆保険制度の堅持」

負担と給付のバランスに関する国民的合意を形成し、医療の質とア
クセスのために必要な財源を確保し、国民皆保険制度を維持・発展・強
化する。

４「患者本位の医療」

世界保健機関（WHO）の国際的な理念と日本国憲法の精神に沿って、

患者の権利と尊厳を尊重し、患者本位の医療が実現される体制を構
築する。
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５「病気又は障がいによる差別の禁止」

多くの病者・障がい者が、職場、学校、地域社会等での差別に苦しん
できた歴史を踏まえ、病気や障がいを理由とする差別が許されないこ
とを明らかにする。

６「国民参加の政策決定」

患者・国民が参加し、医療の関係者が患者・国民と相互信頼に基づ
いて協働し、速やかに政策の合意形成が行われ、医療を継続的・総合
的に評価改善していく仕組みを形成する。

７「関係者の役割と責務」

国、地方公共団体、医療機関、医療従事者、医療関係事業者、医療
保険者及び患者・国民等、それぞれの立場が担う役割と責務を明確
にする。
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①医療の質の安全の確保

• 医療の結果の均てん化（あまねく質の高い状
態となっていること）

• 適切なセカンドオピニオン、インフォームドコ
ンセント（説明と同意）、共有意思決定、医療
事故が起きたときの真実説明…など
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②医療提供体制の充実

• 医療資源の確保と適正配分

• 機能分化と連携

• 切れ目のない医療提供体制を整備

• 受療機会の均てん化（あまねく十分な機会が
担保されている状態となっている）
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③財源の確保と国民皆保険の堅持

• ①②に必要な財源を確保します

• 財源は、主に保険料と税によります

• 負担力のある国民および法人が広く負担し、
バランスをとります

• 高齢者や負担力がない人については国が税
をしっかりと投入します

• 保険料を負担している加入者（国民・患者・住
民）が保険者運営（医療運営）のガバナンス
の中心となります
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④患者本位の医療

• 患者の権利が擁護される

• 尊厳が尊重される

• 医療者への遠慮、やせがまん、患者らしくの
演技は不要
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⑤差別の禁止

• 病気による差別、偏見

• 障がいによる差別、偏見

• 病気かどうかはっきりしなくても差別、偏見

• 歴史上多発し、今現在も多く残っている

• 差別、偏見のない、あらゆる人の尊厳が守ら
れる社会
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⑥国民参加の政策決定

• 患者や当事者が知らないところで決めないで

• アリバイ的な意見聴取ではなく、政策立案の
川上から主体的に参加できる

• 患者・国民が政策を評価する（ニーズをくんで
いるか、妥当な政策か、実行されているか、
効果があるか、やり続けるべきか/別の対策
が必要か…）
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⑦関係者の役割と責務

• 国

• 地方公共団体

• 医療機関

• 医療従事者

• 医療関係事業者

• 医療保険者

• 患者・国民（医療政策の立案・評価に関心を
持つことも）
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医療基本法があれば

• あらかじめ7項目に対応した政策が進展する

• こうした問題の発生が予防される

• 問題が起こったときも速やかに解決できる

• 患者のためになる基本法

36



医療基本法を実現し、育む
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世話人会でも継続確認

38

①患者の立場から「悩み」「求められること」
をカードに書き出し→②キーワードを付けた
上で共同骨子7カ条のどれに対応するかを
確認（すべて対応が付けられた）→③7カ条
が実現すれば患者の悩みが解消される

課題、悩み、問題点 キーワード
対応す
る7カ条

提出者

アレルギー疾患の治療においてなかなか標準治療が受けられ
ない

医療の質 1 武川

いきなり政府検討会においてリウマチ科を標榜科から外すと
いった、患者国⺠の声の反映のない政策の決定

政策決定 6 ⻑⾕川

⾃分の医療情報を知るカルテ開⽰を求めやすく、⼈⽣の選択
ができるような情報提供がほしい

情報提供 4 内⽥

政策が決まったあとで知らされるので後の祭りになる。決め
る途中に議論に参加したい

国⺠参加 6 牧⽥

患者が専⾨医のいる病院へ転院する希望を主治医に⾔い出せ
ない。主治医に嫌われたくないため。

患者本位 4 村上

患者に成果をもたらしたか（患者アウトカム）によって政策
を評価しないと、対策がいつまでも患者まで届かない

評価改善 6 埴岡

希少難病では、いまだに病名、治療法不明の疾患が多く、社
会的差別などを受けており、⽣活環境は極めて不⼗分。

差別撤廃 5 本間

一部抜粋（例）



新興感染症対策と医療基本法

39

起こった問題 対応する共同⾻⼦7カ条

予定していた治療が延期になって、予
後が悪化した

2 医療提供体制の充実

⾯会が厳しく制限され、家族と会えな
かった

4 患者本位の医療

保健所⼈員が減らされ、対応遅れが続
出した

3 財源の確保、医療提供体制の充実

⼊院が必要なのに、⼊院病床が確保で
きず、⼊院できなかった

2 医療提供体制の充実

新型インフルエンザ対策の計画が絵に
描いた餅で実施されていなかった

6 国⺠参加の意思決定

平時と緊急時の切り替えがうまくいか
なかった

7 関係者の役割と責務

（みなさんの関⼼事を⼊れてみてくだ
さい）



医療基本法

個別政策

個別ニーズへの対応

個別ニーズへの対応

個別ニーズへの対応

個別政策

40

根と幹となる「医療基本法」を
作れば、

枝が伸び、
葉が茂り、
実がなり、

医療分野の幅広い個別ニーズに
適応できることとなる。
また、根が張ることで、
“負担と給付”の問題も解決の
展望が開ける。

７つの骨子で、どのような疾患の患
者・家族および住民の声でも、おおよ
そすべてがカバーできることが確認さ
れる

医療基本法は、医療における
個々および全体の問題解決に資する

図4

出典：患者の声協議会（一部、改変）
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医療基本法

医療政策推進協議会

医療政策推進基本計画

医療政策推進基本計画
関連予算

診療報酬（医療政策推進基
本計画関連）

医療基本条例

都道府県
医療政策推進協議会

都道府県
医療政策推進基本計画

同・アクションプラン

都道府県医療政策推進基本
計画 関連予算

（圏域協議会）

国レベル 都道府県（地域）レベル

医療基本法の“体系”と市民・患者参画

同・アクションプラン

市民
参画

出典：筆者作成
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〔医療基本法がある世界〕
・強い相互信頼
・財源の安定確保
・それぞれの役割と責務を果たす
・高い医療の質
・高い患者満足度
・高い医療従事者満足度
・・・

〔医療基本法がない世界〕
・相互不信の蔓延
・財源破綻
・逃げと非難の文化
・医療の質の急低下と地域差の拡大
・患者満足度の急低下
・医療従事者のモラル低下
・・・

日本の福祉、社会
保障ひいては社会
全体に良い文化と
循環が広がる

〔共同骨子7カ条〕

①医療の質と安全の確
保
②医療提供体制の充実

③財源の確保と国民皆
保険制度の堅持
④患者本位の医療

⑤病気又は障がいによる
差別の禁止
⑥国民参加の政策決定
⑦関係者の役割と責務

〔現在の危機〕

・国民皆保険の
危機
・相互不信
・財政難
・地域差

・患者安全と医
療の質への不安
・・・

医
療
基
本
法
の
制
定

Yes

No

われわれの求める声
みんなが求める声

医療基本法の制定は日本の岐路

新型コロナ
感染症対策



私たちのスタンス

• 患者関係者の声を聴き、「7カ条」が患者ニー
ズをカバーすることを確認

• 7カ条を担保する医療基本法の制定を要望

• 患者関係者に医療基本法の意義と必要性を
継続的に説明（定例勉強会にて）

• 今回の第51回勉強会でも、参加者のニーズ
と、医療基本法7カ条との対応を改めて確認
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声を合わせて
医療基本法を求めていこう
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