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2021.11.23 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

2015年まで36年間外科医として勤務

第12回地域医療守る運動全国交流集会

記念講演

新型コロナ危機で明らかとなった
脆弱な日本の医療とその背景

「医療法等改正案」参考人質疑から

2021年11月23日（火・祝）13:15～14:15

2021年3月24日「衆院厚労委員会」参考人

本庶 祐 京都大学特別教授 （2018年ノーベル賞受賞）
免疫チェックポイント阻害因子発見とがん治療へ応用でジェームズ・P・アリソン氏と生理学・医学賞共同受賞

2019.10.12 本田 宏 NPO法人医療制度研究会
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2021.9.15 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

死者数 東アジア最多：16,922名（9/15）
NIKKEI

https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/

16,922⼈（9/15）

2021.10.3 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

PCR検査数と陽性率 6月17日 NIKKEI
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/

少ない検査、高い陽性率

人口1000人あたり検査数と陽性率 9月5日 NIKKEI
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/

オリンピック関係者だけ？

東京オリ・パラ
7/23～9/5

隠れ陽性者？
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2020年10月～2021年9月 コロナ死割合（％）

多：1大阪、2兵庫、3沖縄、4北海道、5東京、6千葉、7愛知、8神奈川、9埼玉、10福岡

少：1島根、2鳥取、3秋田、4富山、5青森、6新潟、7山梨、8鹿児島、9高知、10香川

NHK 各都道府県毎月のコロナ死者数
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

2021.11.4 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

多：1位大阪、2位兵庫

少：1位島根、2位鳥取
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2021.11.3 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

☜ 戦後3番目低投票率

☜ 埼玉県知事選

☟ 福祉国家80%超

☜民主党政権交代

2021年10月31日総選挙 戦後3番目の低投票率55.9％
ネットワーク「地球村」（2014年11月数字確認変更）より引用改編 http://www.chikyumura.org/bureau/2013/04/19210643.html
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2021.11.3 本田 宏
NPO法人医療制度研究会

報道の自由度低下

投
票
率
低
下
？

時事ドットコムニュース
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021110100180&g=pol&p=20211101ax20S&rel=pv

2021年10月31日総選挙
戦後3番目の低投票率55.9％
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都道府県別公的病院数・病床数割合
厚生労働省「平成18年医療施設調査」より作成

病院 病床

2021.11.2 NPO法人医療制度研究会 本田 宏

2020年10月～2021年9月 コロナ死割合（％）

多：1大阪、2兵庫、3沖縄、4北海道、5東京、6千葉、7愛知、8神奈川、9埼玉、10福岡
少：1島根、2鳥取、3秋田、4富山、5青森、6新潟、7山梨、8鹿児島、9高知、10香川
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日本は民間病院80％ 公的病院が少ない

Division of Medical Oncology, Nippon Medical School 
Musashikosugi Hospital

2021.9.4 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

― 海外における医療法人の実態に関する調査研究 報告書 <資料編:諸外国における医療提供体制について>

厚生労働省 ― 平成 28 年度 医療施設経営安定化推進事業 委託先:株式会社川原経営総合センター

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/005_3.pdf

2011.10.30 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

公的医療は財政難で簡単に切り捨てる日本

「日本の医療史」より 東京書籍：1982酒井井シヅ氏 順天堂大学医学部医史学研究室客員教授

明治10年頃公立病院はほとんどの府県にあり各地方での機関病院と
なっていた→西南戦争後の激しいインフレとその後の松方政策は地方財
政を厳しい状況→公立病院の多くは廃院→一方私立病院は自由に開業、
医療を民間に任せた結果、公立病院と私立病院の総数が逆転→現在日
本が他国に比し私立病院が異例に多いという実態の歴史的背景。

病院数 官立・公立 私立

明治10年 71（官7、公64） 35

明治21年 225 339

日本の病院の特色（歴史的背景）
１：教育病院は最高の医療機関（文部省管轄）
２：一般医療は民間主体
３：公的医療は財政難で簡単に切り捨て
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東京都：10

▼国家公務員共済組合連合会九段坂病院
▼東京都台東区立台東病院
▼東京都済生会中央病院←◎
▼東京大学医科学研究所附属病院
▼社会福祉法人恩賜財団東京都済生会向島病院
▼独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院
▼奥多摩町国民健康保険奥多摩病院
▼独立行政法人国立病院機構村山医療センター
▼東京都立神経病院
▼国民健康保険町立八丈病院

神奈川県：10
▼川崎市立井田病院
▼三浦市立病院
▼横須賀市立市民病院
▼社会福祉法人恩賜財団 済生会平塚病院
▼秦野赤十字病院
▼独立行政法人国立病院機構 神奈川病院
▼相模原赤十字病院
▼東芝林間病院
▼社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院
▼社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院

茨城県：6
▼笠間市立病院
▼小美玉市医療センター
▼国家公務員共済組合連合会水府病院
▼村立東海病院
▼独立行政法人国立病院機構霞ケ浦医療センター
▼筑西市民病院

栃木県:2
▼独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院
▼独立行政法人国立病院機構宇都宮病院

群馬県：4
▼群馬県済生会前橋病院
▼一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院
▼公立碓氷病院
▼下仁田厚生病院

埼玉県：7
▼蕨市立病院
▼独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉北部医療センター
▼北里大学メディカルセンター
▼東松山市立市民病院
▼東松山医師会病院
▼所沢市市民医療センター
▼独立行政法人国立病院機構東埼玉病院

千葉県：10
▼千葉県千葉リハビリテーションセンター
▼独立行政法人国立病院機構千葉東病院
▼独立行政法人地域医療機能推進機構 千葉病院
▼千葉市立青葉病院
▼銚子市立病院
▼国保多古中央病院
▼東陽病院
▼南房総市立富山国保病院
▼鴨川市立国保病院
▼国保直営君津中央病院 大佐和分院

再編・統合
関東:49

→437

2021.10.9 NPO法人医療制度研究会 本田 宏 医療制度研究会
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2012.9.4 済生会栗橋病院
本田 宏 医療制度研究会

問題解決のために
正しい診断が必要最低条件

2017.2.25 本田 宏 NPO法人医療制度研究会副理事長

①物事の全体像を把握する ②世界との差は？
グローバルスタンダード

③温故知新
歴史の検証必要！
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温故知新！
近代史を知らないと？

2021.6.26 本田 宏
NPO法人医療制度研究会副理事長

2011.10.30 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

済生会
明治44年5月30日明治天皇の済生勅語によって創立
済生勅語：朕惟フニ世局ノ大勢ニ随ヒ國運ノ伸張ヲ要スルコト方ニ急ニシテ 經濟ノ状況漸ニ革マリ
人心動モスレハ其ノ歸向ヲ謬ラムトス政ヲ為ス者宜ク深ク此ニ鑒ミ倍々憂勤シテ業ヲ勸メ敎ヲ敦ク
シ以テ健全ノ發達ヲ遂ケシムヘシ若夫レ無告ノ窮民ニシテ醫藥給セス天壽ヲ終フルコト能ハサル
ハ朕カ最軫念シテ措カサル所ナリ乃チ施藥救療以テ濟生ノ道ヲ弘メムトス茲ニ内帑ノ金ヲ出タシ其
ノ資ニ充テシム卿克ク朕カ意ヲ體シ宜キニ随ヒ之ヲ措置シ永ク衆庶ヲシテ頼ル所アラシメムコトヲ期
セヨ 済生会H.P. より引用

済生勅語の大意

私が思うには、世界の大勢に応じて国運の発展を急ぐのはよいが、我が国の経

済の状況は大きく変化し、そのため、国民の中には方向をあやまるものもある。

政治にあずかるものは人心の動揺を十分考慮して対策を講じ、国民生活
の健全な発達を遂げさせるべきであろう。 また、もし国民の中に、生活に困窮

して医療を求めることもできず、天寿を全うできないものがあるとすれば、そ
れは私が最も心を痛めるところである。これらの人たちに薬を与え、医療を施して生

命を救う──済生の道を広めたいと思う。 その資金として、ここに手元金を提供するが、総
理大臣は私の意をくみとって措置し、永くこれを国民が活用できるよう希望するものである。

最も有名な御真影、キヨッソーネ作
による肖像版画 出典: フリー百科
事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

「撫子の歌」 ：初代総裁を勤められた伏見宮貞愛親王殿下

「露にふす末野の小草いかにぞと 朝夕かかる わが心かな」
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2017.6.3 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

井上 馨（1836年1月-1915
年9月）長州藩主、尾去沢
銅山汚職事件、今清盛、
三井の番頭さん

山縣 有朋（1838年6月-
1922年2月）長州藩士、日
本軍閥の祖、山城屋和助
事件 、小清盛

江藤 新平（1834年3月-
1874年4月）佐賀藩士、
四民平等、日本司法の
父、佐賀の乱で梟⾸

副島 種臣（1828年10月-
1905年1月）佐賀藩士、
政治家、書家

副島が言うあの連中とは長州人を指している。その長州人の言い分はこうだった。
「われわれ長州藩は関ヶ原の合戦（1600）に敗れて領地を三分の一にカットされ、それから270年間敵で
ある徳川に恨みの一太刀を報いんため、臥薪し嘗胆する苦しみに堪えて来た。鳥羽・伏見の戦に続く戊
辰の戦で、われわれは藩の資金を投入し藩士の血を流した。その結果が今の新政府だ。利権は270年
間堪え忍んで来た屈辱と血の犠牲に対する当然の償いではないか」

新平はこう言った「奴ら薩長人は国家と言うこの苗木を丹精して育てるよりは、その樹液を吸い取るこ
とだけを考えている。これでは苗木はやがて栄養不良で枯死することは避けられん」

司法省の予算問題：大蔵大輔の井上は半額の45万円に削減した。陸軍省の要求額は全額ノーカット
で査定されたのである。ところが、新平を怒らせる材料はまだあった。井上の主宰する大蔵省の省予算
はそれこそ気の遠くなるような巨額であった。「これでは、まるで長州政府じゃないか」

「まるで長州政府」？クレプトクラシー（収奪・盗賊政治）のルーツ？

⽇下藤吾 叢⽂社 平成2年11⽉1⽇

2014.5.7 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

「人口10万対150人」の医師の目標は達成した

昭和58年（1983年）
医療費抑制を目指す当時の厚生省は医療費亡国論を発

表、医師過剰時代の到来を喧伝し始めた。

“医療費亡国論”
社会旬報（1983、昭和58年） 厚生省の吉村 仁保険局長

１、「医療費亡国論」このまま租
税・社会保障負担が増大すれば日本
社会の活力が失われる

２、「医療費効率逓減論」治療中心
の医療より予防・健康管理・生活指
導などの重点をおいたほうが効率的

３、「医療費需給過剰論」供給は一
県一大学政策もあって近い将来医師
過剰が憂えられ、病床数も世界一、
高額医療機器導入数も世界的に高い

※以上以外に不正請求と不当請求の違いに言及

これに当時医療界は誰一人反対した形跡がない。
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勤務医の労働実態と働き方改革の方向性～医師のワークライフバランスと地域医療を守るために～
医療制度研究会 2018.9.15 全国医師ユニオン代表 植山直人氏を改編・追加

（＊2013年に関しては人口1000人当たりの医師数より作成）

1970「最⼩限必要な医師数を⼈⼝10万対150⼈」⽬標設定

1973⼀県⼀医科⼤学

1982医師数抑制
閣議決定

1981⼟光臨調 ３K（⽶・国鉄・健康保険）

1997医学部定員削減
閣議決定

2004新卒後研修制度開始

330

240

2016年

250

2018年

350

OECDと日本の医師数、日本は現在13万人医師不足
（人口10万人当りの医師数）

1983医療費亡国論

13万⼈不⾜1985
医師国家試験

年2回から1回に減

2008医学部定員増

2023定員削減決定

2023年

2021.3.24 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

1980年代から削減、保健所と感染症病床
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2020.6.13 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

新型コロナウイルス危機で明らかになった日本の医療
対応に成功した独・韓 苦慮した伊・スペイン・米

日本の「ICUベッド」不足！
急性期ベッドは、韓国やドイツも多い！→

→

→

→

新型コロナ危機は 医療再生のラストチャンス 本田 宏 月刊保険診療2020.6. 

ベッド数当り少ない医師・看護師
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①徳島315.9 

②京都314.9 ③高知306.0

47埼玉
160.1

2020.3.19 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

2017OECD単純平均3.5 （人口1000人当たり）

①徳島329.5 ②京都323.3 ③高知316.9

2018年12月31日現在日本の医師数「327,210人」

2017年OECDと比較して「約13万人不足」

327,210人

458,094人

㊼埼玉169.8

( 平成30 (2018) 年医師・歯科医師・薬剤師の概況 厚生労働省 )

（人口10万人当たり）

★

2021.6/27 衝撃の特集
医師の「絶対数不足」完全無視！

2021.6.27 NHKスペシャル パンデミック激動の世界（12）検証“医療先進国”（後編）

2021.7.2 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

「ベッド数当り医師数」

ベッドが多いことが問題？
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新型コロナウイルス危機
10年前から感染症専門医不足

今も専門医は約1500人！

2020.7.21 本田 宏 NPO 医療制度研究会

全国400余の感染症指定医療機関
学会認定の感染症専門医在籍は144施設

日本感染症学会が要望書 2020.7.16 NHK

2020.7.24 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

400－144
256施設：専門医不在



2021/11/23

14

医師の絶対数が不足する日本

集中治療専門医も「2650人以上」不足

2020.7.21 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

集中治療専門医育成システムの確立に向けて
根本的な解決策は、集中治療専門医の数を増やすことです。

ドイツは人口8000万人に対して約8000人の集中治療医がいます。日本
は1850人。他の先進国と比べても少なく、ICUとそれに準ずる1万7000
床をカバーするには最低でも4500人は必要と試算されてます。

西田修氏
藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座主任
教授 日本集中治療医学会理事長
週刊 医学界新聞 2020年7月20日

2020.9.6 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

https://honkawa2.sakura.ne.jp/1900.html
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2011.10.30 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会2011.2.18 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

30年抑制した医療費

2020.9.15 本田 宏 NPO法人医療制度研究会
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上部消化管内視鏡料⾦（病院内視鏡）

アメリカ
84,870円

ドイツ
37,666円日本

11,400円

片山 修氏提供

春日部中央総合病院内視鏡センター

ドイツ：病院の場合 1ユーロ＝120円 （2020富士フィルム資料）
米国：病院の場合 1ドル＝108円 （2020COOK Medical資料）

日本は
ドイツの1/3以下

アメリカの1/7以下
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2018.9.12 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

厳しい⽇本の病院経営！！
病院の損益差額は⼀般病院
で⾚字が拡⼤し、精神科病
院では⿊字から⾚字に転落
している。また医療法⼈の
⼀般病院は⿊字ではあるが
、損益差額率は1.8％に過
ぎず、再⽣産のための財源
を確保できる状況にない。
⼀⽅公的病院では損益差額
率は▲13.7％で⼀般会計か
らの繰⼊⾦等によっても税
引後利益率は▲3.2％で、
中⼩⺠間病院も医業収益は
減収しており、特に⼩規模
病院で⿊字から⾚字に転落
している。これらの収益性
悪化の⼀因として、⼀般病
院では医療の質の確保、患
者ニーズの多様化に対応す
るため、さまざまな職種の
⼈員が増加しているが、こ
うした多職種への評価が⼗
分でないこと

「医療経済実態調査」（病院・診療所）の分析と考察 ⽇医総研ワーキングペーパー.平成29年12⽉前⽥
由美⼦

2021.7.6 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

患者と病院は⻘息吐息なのに！
⽇本の薬価をめぐる諸問題 京都保険医協会政策部会

京都保険医新聞 第2982号 2016年11⽉10⽇

2018年5⽉8
⽇
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2020.2.19 NPO法人医療制度研究会 本田 宏

医薬品企業 売上高営業利益率推移
「製薬企業等の 2018 年度決算概要と薬剤料比率」

日医総研リサーチエッセイ No.73 2019年7月17日
日本医師会総合政策研究機構 前田由美子 研究協力:日本医師会薬務対策室

Seven Social Sins ガンジーの碑文 魂の箴言より
Mahatma Gandhi  1869-1948 2003.01.17 朝日新聞、 山田養蜂場全面広告

1.理念なき政治 Politics without Principles

2.労働なき富 Wealth without Work

3.良心なき快楽 Pleasure without Conscience

4.人格なき学識 Knowledge without Character

5.道徳なき商業 Commerce without Morality

6.人間性なき科学 Science without Humanity

7.献身なき信仰 Worship without Sacrifice

資本主義が行き着く七つの社会的罪

2012.6.16 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会
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2014.5.7 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

ウコンウツギ

守られている？
日本国憲法第二十五条
（生存権、国の社会的使命）

① すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。

2017.2.10 本田 宏
NPO法人医療制度研究会

高い学費 ＆ 低い給付制奨学金受給
率！

給付型奨学金“狭き門”宮本徹議員
抜本拡充、授業料引き下げを 2017年1月28日「赤

旗」

※

デンマークは18歳未満の子供は親に扶
養義務があるが、18歳を迎えると成人と
なり家を出るため扶養義務が国に移る。

大学の勉強は厳しく、学費や生活費を
稼ぐためにアルバイトなどに明け暮れて
いる暇はない。そのため生活の心配がい
らないように、申請すれば国から給付型
奨学金が給付される制度になっている。
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デンマークの小学校は1クラス20人
350人の生徒に35人の教師と12人の保育士
一番大切なことは？と尋ねると？
2017年5月2日

2017.5.11 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

助け合うこと・・！

デンマークの幼児・初等教育で重視！
①「よく遊べ」（有名なレゴはデンマーク製；レゴは遊ぶという意）
②「自立と民主主義」を教える

デンマークは、高度な公共サービスが高負担に支えられ、所得税
（国税＋地方税）平均50%、法人税28％、付加価値税25%（日本の消費
税に当たり教育のみかかっていない）、消費税としてタバコ、アル
コール、自動車等への特別税がある一方、教育は基本的に無料、医療
も基本的に無料で薬代の一部が個人負担、福祉は大半の経費を国と市
が負担、さらに国民年金は現在65歳以上に支給（徐々に支給開始年齢
が引き上げられる予定）

公共サービスの質向上には合理化・効率化が必要で、デンマーク国
民には「税金を無駄遣いしない！」というコンセンサスができている。

2012.9.4 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

デンマーク人
税金の無駄使い許さない

⼩島ブンゴード孝⼦⽒

08年7⽉12⽇医療制度研究会「デンマーク医療介護制度の実際について」
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2021.5.13 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

投票率は政治への関⼼の⽬安の⼀つ：スウェーデンでは過去50年国政選挙で投票率が80％を下回ったことがない。
若者の投票率も⾼く、2014年は全体が85.8％、18歳から24歳までの若者は81.3％。若者の政治への関⼼が⾼いヒン
トとなるのが1960年代から中学・⾼校で⾏われている「学校選挙」（＝模擬選挙）。4年に⼀度の国政選挙とEU選
挙に合わせて、⽣徒⾃⾝が運営・投票する模擬選挙で、特筆すべきは実際の選挙の投票に換算されない以外、国全
体で集計されるなどほとんど実際の総選挙と同じ⽅法で⾏われること。学校選挙はSkolvalという複数の公的機関を
含めた共同プロジェクトによりサポートされ、予算はスウェーデン政府が出し、学校側の⼤きな費⽤負担はない。
選挙管理委員会とも連携して運営され、投票⽤紙も統⼀されたものが配布され模擬とは思えないほどの徹底ぶり。
⺠主主義の本質を維持するため参加は任意だが、2014年のSkolvalでは50万⼈以上の学⽣が投票した。⽣徒は⾃分た
ちの⼿で学校選挙を開催することを通し、楽しく主体的に⺠主主義を学ぶ機会が与えられ、それが政治への⾼い関
⼼へとつながる理由の⼀つ。

実際の総選挙と同じ⽅法で実施 「学校選挙・模擬投票」
「政治への参画を促す海外の政治教育・主権者教育の事例」 （改変）

https://www.katsuiku-academy.org/media/active-citizenship/

スウェーデン
2014平均投票率 85.8％

⽇本
2017平均投票率53.78％

←20代

←30代
←10代

↑
10〜29

↑
75以上

←70以上

↑
65‐69

←60代年
代
別
投
票
率

日本の学校は、考えない人間を
５つの方法で生み出している

鈴木傾城氏ブログより引用改編
http://www.bllackz.com/?m=c&c=20140116T1554000900

多くの日本人は勘違い
しているが、覚えると考
えるは別

日本では国民の８割がサ
ラリーマンのため学校の
重要な使命は上司の言う
ことをよく聞いて、口答
えせず、言われたことを
忠実に行い、不満があっ
ても黙々と働き、集団生
活を優先するように規格
化すること

2016.4.29 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

１暗記を押し付けて「考えさせない」
２苦手を押し付けて「考えさせない」
３制服を押し付けて「考えさせない」
４規則を押し付けて「考えさせない」
５団体行動を押し付けて「考えさせない」
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ドイツの⼩学⽣が｢デモの⼿順｣を学ぶ理由
まず役所､次に地元紙､それでもダメなら？

東洋経済ON LINE ⾼松平藏⽒
https://toyokeizai.net/articles/-

/193857?fbclid=IwAR30QGKP57iA1CPgtBsg56OZbc0SaXqp0OiKifAI_m4ujACeFVVTeEU1Cfs

政治に限らず、ドイツの教育はとにかく「喋る」ことに小学校から重点をおく。発言の
有無が成績にもつながるため、堂々と意見を表明することが「ごく普通」に身に付いてい
る・・・デモクラシーの基本は他者との自由な議論だがその土壌が小学校から作られる。

また、小学校で「抗議から社会運動までの手順」を学ぶ機会もある。たとえばマンホー
ルから異臭がするという問題があれば、「まず市役所に言う。それで解決しない場合は地
元紙の『読者の手紙』へ投稿する。それでもだめなら、社会運動を行う」といった内容だ
・さらに日本でいう中学校・高校にあたるギムナジウムでも政治教育は行われている・・

現代に生きるナチス時代の反省
政治教育に力が注がれている背景には、ナチス時代の反省が大きい・・・ドイツの政治

教育には、「ボイテルスバッハ・コンセンサス」という大原則が1976年に作られている。
同原則をわかりやすくまとめると、「生徒が自由に発言し政治的に成熟できるよう、教員
が生徒を圧倒しないこと」「実際の政治で議論があることは、そのまま授業でも扱うこと
」「生徒が自分の関心や利害をもとに政治参加できるよう、能力を取得させること」

2021.1.18 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

フランス・パリ・高校生
「労働法案」反対デモ
（週35時間→38時間） 2016年3月23日

2016.5.27 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

フランス人は人生を楽しむために働く
日本人は労働それ自体が目的化？！
選挙を知ろう！選挙に行こう！ 2016年5月２１日 さいたま市浦和コミュニティセンター
安保関連法に反対するママの会@埼玉 ＆ 立憲デモクラシーを守る大学人埼玉の会@埼玉
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2019.7.22 本⽥ 宏 NPO法⼈医療制度研究会

☜戦後2番⽬低投票率

☜埼⽟県知事選

☟福祉国家80%超
☜⺠主党政権交代

2019年7月21日参院選 戦後2番目の低投票率48.8％
ネットワーク「地球村」（2014年11⽉数字確認変更）より引⽤改編 http://www.chikyumura.org/bureau/2013/04/19210643.html

あの人に会いたい 2020 File N0.604
令和2年4月に亡くなったC.W.ニコルさん（1940年、英国・ウェールズ生まれ）。

「勇魚（いさな）」「風を見た少年」などの著作で知られ、長野県黒姫高原で森の再生に取り組み
人間と自然の共生を訴え続けた。

2020.9.30 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

日本人のいいところは？
いっぱいありますけど、いちばん悪いところは

いい人が黙るからとんでもない破壊が続く
僕は日本のために戦います、悪いと思ったら言うから

https://www.nhk.or.jp/archives/tab/people/detail.html?id=D0009250604_00000
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https://ameblo.jp/ave-blo/entry-12576843815.html

2020.10.8 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

野村監督が残したもの

2011.10.30 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

「医療費亡国論」

財政赤字強調
お上トリ

民衆カエル

自分だけ幸せ

自分の家族だけ幸せ

自分の会社や地域だけ

自分の国だけ幸せ

それは可能？

絶対諦めない！
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2018.4.10 NPO法人医療制度研究会 本田 宏

死ぬ間際の後悔

オーストラリアで死に近づいた患者の世話を
続けてきたブロニー・ウェアさんが

8年間の経験の中で接した人たちに聞いた
「死ぬ間際の後悔」 2009年

１. 他人が自分に期待した人生ではなく
自分が全うしたかった人生を送る勇気を持ちたかった

２. そんなに一生懸命働くのではなかった

３. 自分の思いをもっと表す勇気があればよかった

４. 友人たちともっとつながりを持っておくべきだった

５. もっと自分を幸せにしようとするべきだった

付録映像
① 医師の働き方改革
衆議院厚生労働委員会 2021.3.24

② MGH 河合医師米国のPA
第105回医療制度研究会 2020.7.5

③ PA 明治大学経営学部早川佐知子氏
第105回医療制度研究会 2020.7.5

2021.8.8 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

④ 勝者が書いた明治維新
2020.11.29

⑥ 日本の医療、これでいいのか？
～コロナ禍でわかったこと～ 7/18(日)

⑤ 東京オリパラ開催による医療崩壊を
くい止めるには 2021.7.3
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①響き合う街で
「いのちを守る生活保護改革を成し遂げる」

2021.11.4 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

②宮城保険医協会
医師需給の将来決める「加重平均」問題

③20210930 
コロナ禍でも採算優先・都立病院独法化

付録映像 付録文書
⑦検証「日本のPCR検査」
2021年7月15日第108回医療制度研究会
岡山博医師

⑧検証「日本のPCR検査」
2021年7月15日第108回医療制度研究会
渋谷健司氏

⑨「デンマークの新型コロナ対策
日本とどこが違うのか？」
小島ブンゴード孝子氏

2021.6.15 本田 宏 NPO法人医療制度研究会
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2021.7.9 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

2020年8⽉30⽇「噂の東京マガジン」TBS

2007年9月

2009年10⽉

2015年2月

2018年2⽉

2021年2月

「小医は病を、中医は人を、大医は国を」と考えて！

2021年3月24日「衆院厚労委員会」参考人


