
医療分野は規制改革における「岩盤規制」の象

徴的なターゲットとしてとして、農業分野と共に

語られる事が常である。

農業分野との違いは、医療機関は専門職の集合

体で、しかも国家資格を有する医師や歯科医師、

薬剤師、看護師などが医療サービスの中核を担っ

ていることであろう。従って、非有資格者であり

非専門家が入り込めない、切り込めない分野とし

て長く存在してきた。しかも、戦後の医療制度改

革によって形成された「国民皆保険制度」は事実、

世界に冠たる制度であることは間違いなく、また

それを支えた多くの組織（大学、地域医療機関、

医師会、健保組合等々のステークホルダー）の努

力によって、本邦の医療が世界から注目を集め評

価されてきたことも事実である。長い年月をかけ

て構築された制度は堅固な基盤を形成することと

なったが、反面では既成制度として、それに呼応

する人々の既得権益意識によって患者の意識の変

化や医療技術の急速な進展に即応できずにいると

も言える。

医療分野は「情報の非対称性」が非常に強い分

野として言われている。それは医療の専門知識に

おける量と質、そして理解度において、医療サー

ビス提供側とその受益者である患者との間で大き

な格差があること意味するが、医療の制度や医療

提供の仕組に関しても、社会一般と、認識や理解

度における「情報の非対称性」が高いといえる。

医療の制度改革を論じる時、必ず遭遇する三つ

のフレーズがある。それは「安心と安全の確保」

「安全性と有効性の担保」「リスクにおける責任の

所在」である。この三点は、国民が自分にとって

最適な医療サービスや技術を選択し、その恩恵を

享受する上でも、また、病気の1日も早い快癒

を願う国民の視点からも極めて重要なポイントで

あることは言を俟たない。医療サービスにこの三

つの視点が欠けていたら、非常に危険な世界となっ

てしまうことは明らかである。医療は、元来「病

魔に襲われて、非日常的な苦痛と不安を強いられ

る患者を、侵襲的な医療技術によって治癒を目指

す」ものであるとすれば、医療はリスクと隣り合

わせ、リスクを避けて通るのが困難極まりない世

界である。だからこそ、安全と安心の確認、そし

て有効性の確認を重要視し、少しでもリスクを少

なくする努力が、あらゆる側面で重視されている。

実際の医療現場では、薬害や医療過誤、医療ミ

ス、そして法の逸脱による社会問題も多く、規制

当局としては、新たな医療技術の採用に関しては、

困難を承知で最悪の場合を想定したハードルの高

いガイドラインを設定しがちとなる。これはこれ

で、当然のことながら理解しないわけではない。
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医療制度改革、規制改革においても、この前提

は崩してはならないし、当然の事ながら重要視し

なくてはならない事は言うまでもない。

なお、本稿で取り上げる安倍政権の「国家戦略

特区」は成長戦略の一環として生み出された制度

であるが、医療分野も主要な分野として位置づけ

られている。従来からの規制改革議論で、あまた

議論された項目を更に一歩進めて実行に移す事、

一層の規制改革を目指した実証実験を積極的に実

施する仕組みを作る事が目的とされている。従来

から実施されていた「構造改革特区」や「総合特

区（地域活性化総合特区と国際戦略総合特区の2

類型がある）」との大きな相違は、従来の特区が

自治体からの個別要請を受けて担当主務省庁を中

心に検討し、国が地方自治体単位で指定するとい

うスキームに対して、国家戦略特区では、国が主

導権を持って多くの提言を勘案しながら「やるべ

き政策」を決定し、個別自治体単位だけでなく広

範な地域である「区域」を指定して実行していく

事である。例えば、医療分野の課題克服する上で

も、厚生労働省、経済産業省、文部科学省、総務

省等の多くの省庁が絡み合うことが多々ある。実

行に当たっては、内閣府に各担当主務省の利害調

整を行う「担当大臣」を置き、その担当大臣を中

心に民間事業者や区域の複数の首長で構成する

「区域会議」が重要な役割を果たす仕組みとなっ

ている。今迄以上に民間事業者の役割と責任も大

きくなっていると言える。

兎角、変化や改革に強く反対する人々は、改革

することがイコール「安心と安心」を蔑ろにし、

危険な医療を蔓延らせることになると大いに宣伝

するが、そんなことは決してないことを示しなが

ら、本稿の論述を進めたていきたい。

岩盤規制の象徴と言われて久しい医療分野であ

るが、最近「再生・細胞医療分野」で画期的な制

度改革が実行された。それが、医療法下での再生

医療新法（通称）制定と同分野における薬事法の

改正である。この改革は次に挙げる3点が上手

く絡み合い実現した。先ずは、医療現場からの非

常に強い要請があった点。次に当該分野が従来の

法体系では想定していないとの共通認識の醸成が

アカデミア・企業・行政の3者で出来たこと、

そしてiPS研究での山中伸弥先生のノーベル賞

受賞という画期的な出来事があったことである。

更に、自由診療で実施されていた脂肪幹細胞によ

る細胞治療で死亡例が出たなどの事件注1があった

ことも、制度改革の加速要因となった。

そして、厚生労働省の複数の関連部局、経済産

業省、内閣府、更にはアカデミアや産業界などの

関係者の予想を超えるチームワークの発揮によっ

て、従来では考えられなかった早期の法案上程が

なされ、早期施行となった。

今回の再生医療分野の法改正は医療法下での新

法制定（再生医療等安全性確保法案で2013年5

月24日国会提出）と薬事法の改正（薬事法改正

法案で2013年5月24日国会提出）が同時に行

われた。それは「再生医療を国民が迅速かつ安全

にうけるための総合的な施策の推進に関する法律」

という議員立法（2013年5月10日公布）によっ

て導かれたといえる（図1参照）。

なお、この再生医療分野は2013年1月28日

の第 183回国会における安倍首相の所信表明演

説において、経済再生の切り札の一つとして挙げ

られている。�成長による富の創出�としてiPS

細胞の大発明を例として、再生医療分野が新たな
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富と雇用を生み出し、イノベーションの喚起と制

度改革が原動力となると表明した注2。

2－1 再生医療等製品は現行法では想定外という

共通認識

2007年に、ティシュエンジニアリング誌にお

いて、当時結成された�自己細胞再生治療法ワー

キンググループ�が「自己細胞再生治療法の法制

化の考え方―より安全で効果的な先進医療の国家

的普及に向けて―」と題して14ページに及ぶ提

言を発表した注3。このワーキンググループの構成

員は、現在の再生医療学会の理事長である澤芳樹

教授（大阪大学）をはじめ、日本の再生医療を牽

引している中心的メンバーの方々である。ここで

の提言の数々は、その後の制度改革・規制改革議

論の背骨となっている。細胞培養加工施設の運営

のあり方や認定のあり方、更には再生医療を実施

する上での認定委員会の考え方など、具体的な提

言がなされている。

当時、内閣府の規制改革

会議の医療分野の専門委員

として活動し、再生細胞医

療分野の制度改革を担当し

ていた筆者は、�我が意を得

たり�、との思いを強くし、

このワーキンググループの

先生方と強い絆を感じ、正

に共闘するという思いで、

お互いに議論を深めていっ

た。

先ずは、薬事法における議

論で火ぶたが切られた。不特

定多数の患者を対象に�低分

子化合物等�を投与する抗

がん剤等の医薬品と、自己

の細胞を自分自身の治療の

為にだけ使用する（対象とする患者を特定する）

自己細胞を用いた再生・細胞医療は、全く別物で

あり、従来の薬事法はこの再生細胞医療分野を想

定していないとの認識で、規制当局との協議・論

争が開始された。

規制当局は、自己の細胞を用いる製品であって

も、その時点で既存の薬事法で、�生物由来製品

�として分類し、対象としているとの主張で、現

に自己細胞の培養皮膚（J-TEC社製品）を認可

しているとの主張であった注4。その根拠となって

いる条文は、以下の薬事法の第2条の定義とし

た。第2条の9ではこう規定されている「この

法律で“生物由来製品”とは、人その他の生物

（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料と

して製造（小分けを含む。以下同じ。）をされる

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、

保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生

労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて

指定するものをいう」。この定義をもって自家細
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図1 再生医療に係る新しい制度的枠組み



胞も生物由来製品として薬事法対象であるとした

のである。

規制当局は培養皮膚を薬事法の「医療機器」カ

テゴリーで承認しており、局所に作用する物はデ

バイスとして医療機器で、そして全身に作用する

物については医薬品のカテゴリーで承認するとし

ていた。一見合理性のある整理とも云えるが、原

材料としては自家細胞と他家細胞があり、また局

所と全身に作用する物が輻輳し、更に扱う細胞に

よってそのリスクも明らかに相違する再生・細胞

医療分野を、この一文によって全て包含するには

大きな無理があると言わざるを得なかった。

1961年2月8日に当時の厚生省発出の薬発第

44号通知では、「（医師が指示した処方箋により

調剤された薬剤は）特定人の特定疾病にのみ用い

られ、一般流通するものではないことに鑑み、薬

事法上の医薬品に該当しない」とされ、この解釈

により、一般流通しない性格の医薬品は薬事法の

定義から外れるとした。こ

の事は、不特定多数ではな

く特定した患者に対する医

薬品の処方は従来の薬事法

が対象としていないことを

明示したものと解釈出来る。

法的な専門用語としては

「帰属性の一身専属性」のあ

る物、すなわち自身の細胞

を自分自身に治療に特定し

て使用するという再生・細

胞医療は法の対象としてい

ない、すなわち想定してい

ないと云う我々の主張が成

り立つ事となる。

しかし一方で、厚労省は

医薬発1314号通知により、

「生物由来製品又は・・・自

己の細胞・組織を原材料とする医薬品及び医療用

具が含まれる」として、明確化したと主張して、

再生・細胞医療も薬事法が想定してその有り様を

規定していると主張していた。しかし、そもそも、

この通知は指導通知であり、製造業者等による自

主点検の為の指針を示したに過ぎず、これをもっ

て医薬品の定義の解釈を変更したとは言いがたい

と我々は主張していた。

更に、患者を特定し、一般流通しない自家細胞

を用いた再生・細胞医療（加工／調整済細胞）の

位置づけは、当時の薬事法上必ずしも明確ではな

く、医療法上で医療の一環（医療技術）として考

えても矛盾はないのではないかとも主張していた。

しかも、医薬品や医療機器などの薬事法上規制対

象となっている製品と比べる場合、上記の特徴に

加え需要に応じた個別加工であり、厳密な意味で

の均一性の保障が困難で、培養加工・調整行為は、

医師の個別判断により個別指示に基づいて加工を
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行うオーダーメードといえる「役務行為」と考え

られるとも主張した（図2参照）。

2－2 そして制度改革の為の本格的活動が始まった

上記の政府の規制改革推進の為の幾多の議論の

末、2009年3月31日の閣議決定によって、二

つの答申が出され（図3参照）、それを受けて厚

労省による「再生医療における制度的枠組みに関

する検討会」が発足し、改革議論が具体的に開始

された。

委員会では、先ず臨床研究や自費診療などの医

療法下で行われる再生・細胞医療をどう扱うかと

いう議論から始まり、その後薬事法下で治験や製

造承認の扱いについて議論され、常に二つのトラッ

クが同時並行的に議論が行われた。

筆者も当該検討会の委員として、引き続きこの

課題解決に関わり、2010年3月30日発出の医

政発0330第二号通知による、医療機関同士の自

家細胞・組織を用いた再生・細胞医療の受委託を

可能とする答申1の課題解

決や答申2の課題解決の糸

口の道筋を付ける事に大き

く関わった。その中で2010

年6月24日に開催された第

8回の委員会において、再生

医療においては医療法下で

細胞培養を企業等への外部

委託を可能とし、薬事法下

では数例でも安全性が確認

されれば早期に製造販売承

認し、その後の市販後調査

において事後チェックを十

分に行う制度（いわゆる早

期承認制度）の創設をすべ

きと主張し注5、その後続く法

制化の議論の場となる「再

生医療の安全性確保に関する専門委員会（2012

年9月発足）」に引き継いだ。実質的な制度設計

はこの提言通りとなったと理解している。再生医

療分野に関しては医療法下と旧薬事法下のダブル

トラックで制度設計され、いわゆる業法によって

細胞培養が企業に外部委託することが可能となり、

治験においても早期承認制度が創成された（図4

参照）。

その後の議論の進展は目を見張るスピードで法

制化が具体的に進み、2014年5月10日に議員

立法が交付され、その後医療法の下での「再生医

療等安全確保法」と「薬事法改正法案（医薬品・

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律/通称：薬機法）」が5月24日に国会

に提出され、同年11月25日に施行された。再

生医療等安全確保法に関しては2015年11月24

日までを移行期間とし、11月25日以降は所定

の手続きを行わない再生・細胞医療は実施不可能

となった。
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図3 2009年の閣議決定を受けて議論が本格化



また、薬機法では、従来の医薬品などの承認プ

ロセスに代わり、「条件・期限付き承認制度（い

わゆる早期承認制度）」が創設され、（図4参照）

そして2015年9月2日に本制度の第一号承認品

目として、重症心不全患者の太ももの筋肉から採

取した細胞をシート状に培養し心臓に貼る「ハー

トシート」を承認し、薬価も1400万円として再

生医療分野の未来が創造された。

2－3 この流れを国家戦略特区でも引き継ごうと

いう動きに

この再生医療分野のおける条件・期限付き承認

制度（いわゆる早期承認制度）創設は、国家戦略

特区重点項目議論にも大きく影響した。関西圏や

東京圏注6の多くの大学病院などからは、特例とし

て医療機器や医薬品分野でも同様の制度を特区内

で可能とし、全ての医療技術に渡って早期承認制

度トラックを創設すべしとの強い要請に繋がって

いった。

これらの分野は厚生労働省

も重要政策として、従来から

臨床研究→治験→保険承認

のスピードを上げる為の「先

駆けパッケージ戦略」注7を創

設し、「先駆け審査指定制度」

と「未承認薬迅速実用化ス

キーム」等の施策を矢継ぎ

早に制度化してきている。

更に希少疾病薬（オーファ

ンドラック注8）の早期承認や、

医療上必要性の高い未承認

医薬品や医療機器を優先的

に審査する「日本版コンパ

ショネートユース」の創設

等の種々の政策を打ち出し

てきている。

確かに、医療現場が「◯◯をやりたい」と要求

すると、「この制度も、あの制度もあります。現

行制度でも出来ない事はありません」との回答が

規制当局から帰ってくる。しかし、制度そのもの

が従来の制度の部分改正の積み重ねで、正にパッ

チワーク的な改革になっているため、医療現場で

は非常に分かりにくく、使いにくくハードルの高

い制度となっていることも否めない。

今回の、国家戦略特区指定地域の関西圏等から

の提案は、承認審査期間の短縮だけでなく、臨床

研究から治験、そして承認プロセスの全ての工程

において、よりスピードを上げ、「先駆けパッケー

ジ戦略」が想定している期間よりも更なる早期の

承認を実現するよう求めている。更に輻輳化して

いる各制度が医療現場や開発者に取ってどれが一

番効果的なトラックなのかを指南してくれるサポー

ト力の向上を規制当局に求めるものとなっている。

本要求に対しては、決して充分とは言えないが、

医療機器に限っての措置として、2015年11月

医療経済研究 2015Vol.27No.290

図4 薬事法の一部改正＝早期承認制度創設



20日の薬生活発1120第三号通知で「特区医療

機器薬事戦略相談」制度創設が示され、より良い

制度に向けての第一歩が踏み出された。既存制度

との切り分けや、どの制度の活用が一番相応しい

か等、課題は共有出来ており、今後更なる議論を

継続し、医療現場や開発現場のモチベーションを

高揚させ継続的に新技術を早期に世に出す仕組み

を作り上げていくことに更に注力すべきである。

少し、時代を遡って、医療分野における規制制

度改革の夜明け時代を振り返ってみたい。小泉内

閣時代の2001年5月11日に第1回総合規制改

革会議が開催された。これは前身である規制改革

委員会の議論を受けて、政府一体となった規制改

革を実行していこうという強い意志を持って組閣

された会議体であった。同会議では、民間委員を

中心に各分野の課題抽出と制度的な壁による課題

の絞り込み、そしてその解決策としての改革メニュー

提示と、解決に向けた関係省庁との膝詰議論を行

うという、非常にタフな交渉が続けられた。

筆者も2002年度の議論から約10年に渡り医

療ワーキングの専門委員として参加し、多くの課

題に向き合った。

2002年12月12日には「規制改革の推進に関

する第2次答申」がなされ、その中で医療分野

の規制制度改革メニューとして下記の項目が提示

された。

（1）医療のIT化の推進による医療事務の効率化・

質の向上

（2）保険者機能の強化（レセプトの直接審査や

支払いの実施）

（3）患者（被保険者）の主体的な選択の促進

（公的保険と保険外診療の併用による患者選

択の推進／いわゆる混合診療の推進）

（4）診療報酬体系の見直し（包括払い・定額払

い制度の導入等）

（5）派遣規制の見直し（医療関連業務の労働者

派遣）

（6）医療提供制度（地域医療計画／病床規制の

見直し、遠隔診療の促進等）

（7）医薬品に関する規制緩和（情報提供の促進、

後発医薬品の使用の促進、販売に関する規制

緩和）

既にこの時点で、保険外併用療法の推進（いわ

ゆる混合診療の推進）や地域医療計画における病

床規制のあり方の見直し等が遡上に上り、具体的

な議論がスタートしていった。その後2004年4

月に、当会議は規制改革・民間解放会議と名称を

変え、より詳細かつ広範囲に、個別具体的に方策

を提示し規制改革の必要性を明示した。

レセプト電算処理の推進、医薬品販売方法の多

様化などの議論は具体的な成果として、現在では

当たり前の様に定着した仕組みとなっている。更

に、医療機関の株式会社化の議論もその過程で行

われ、医療機関経営の非営利性の認識のあり方や

直接金融手段獲得や本業の医療サービスへの企業

並みの課税の妥当性等が議論され、医療機関の本

分である医療サービスなどの本業に関しては無税

とする社会医療法人という法人格の創設に繋がり、

議論は一定の成果を上げたと言ってよい。

3－1 いわゆる混合診療である保険外併用療法

の推進について

中でも、いわゆる混合診療問題では、筆者は

1984年に創設された特定療養費制度の適応・範

囲拡大を議論することを重視していたが、議論の

過程で「混合診療の無制限拡大」という観点での
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論争となり混迷した。保険で認められた医療が正

しい医療で、保険で認められていない医療は「如

何わしい危険な医療である」という通念や、また

金持ちの医療の増長、民間医療保険台頭による公

的保険萎縮などの議論が幅を利かせ、保険外併用

療法罪悪論へと世論の舵が切られて行った。また、

2006年3月に始まった混合診療裁判では、その

後に最高裁にまで持ち込まれが、平成 8年

（2011年）10月25日に原告・上告人の敗訴が

確定した注9。

いわゆる混合診療を禁止した国の措置は間違っ

ていないとの判断が確定した。しかし、この判決

で注目すべきことは、裁判官全員一致であったも

のの、その過半である4人の裁判官が補足意見

を述べている。

・法の規定において混合診療禁止の趣旨に関して

明確に定められておらず、しかも機会があった

にも関わらず国は混合診療保険外給付外の原則

の可否に関して正面からの議論を回避してきた

こと

・また、医療機関を別にした場合の解釈が明確で

はないこと

・外国でその有効性及び安全性が確認され、患者

が切望する医療技術や新薬の早期使用等が適切

に運用されること

・地裁、高裁と裁判が国の論点が一貫せず、原告

人の主張にも一定の理解出来ること

以上の指摘は、国に混合診療禁止の原則に対する

明確な基準の制定の為のオープンな議論を求める

と共に、患者ニーズを踏まえた、医療技術の進展

に即した検討を要請したこととして注目に値する。

そして、この判決文が、その後のいわゆる合法的

混合診療である保険外併用診療の適用拡大議論や

患者申出療養制度創設（2016年4月より実施）

という先進医療の一類型としての追加実施実現の

端緒となったと言える。

今回、国家戦略特区では、特区内において医療

法上で認定された臨床研究中核病院注10と先進医

療推進をする上で同等と認定された施設注11は、

通常の審査より早いほぼ3ヶ月という短期間の

審査による保険外併用療法の実施が可能となった。

保険外併用療法である評価療養（先進医療）の拡

大においては、患者申出療養制度というトラック

と国家戦略特区内での先進医療の早期実施という

トラックが追加され、更に当該医療機関が臨床研

究協力医療機関と認めた特定機能病院やがん拠点

病院、更にはかかりつけ医等のクリニックを含む

多くの医療機関でも先進医療の実施が可能となっ

た。多施設での臨床研究体の形成により、多くの

医療機関が保険外併用療法を実施出来れば、先端

的な医療が安全性を担保された形で、より患者に

身近な医療となるであろう。

3－2「対面」原則について考える

次に、「対面」という論点について考えていき

たい。医師法や薬事法（現薬機法）においては、

診療や服薬指導や医薬品販売において、患者やサー

ビスの購入者との対面での診療や販売が求められ

ている。

例えば、医師法の第20条では「医師は、自ら

診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは

処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出

生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検

案をしないで検案書を交付してはならない。但し、

診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場

合に交付する死亡診断書については、この限りで

はない」と規定されている。この条文では「診察」

を、手段の如何は問わないものの、患者と対面で

実施することを求めている。

このことは、多くの地域で要請の多い「遠隔診

療」の実施を閉ざすものとして、診察による患者

自身との直接対面原則の改革が求められてきた。
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規制改革議論でも主な論点として議論が続き、原

則初診時を除く診療においてテレビ電話等の対話

式通信方式注12による遠隔診療が実施可能となっ

た。しかし、この原則の解釈や遠隔診療可能な診

療対象範囲に対する通知で示された遠隔医療が可

能な対象疾患の例示が、「限定列挙」と判断され

てきたことで、長く普及の芽を摘んできたといえ

る注13。

今回の国家戦略特区では、初診において遠隔医

療実施が困難であると考えられていた対象疾患で

あっても、一定の条件下で医師の判断と責任にお

いて遠隔医療が可能である事が明確化された。そ

して、その対象疾患も幅広く対応が可能となっ

た注14。医療機器技術の進展は目を見張る物があ

り、現在でも聴診器や超音波診断機器等も小型化

しデータ通信が普通に出来る時代となり、訪問看

護師や介護士、更には家族の協力があれば、遠隔

で聴診や画像検査の一部が可能となる時代が、す

ぐにやってくる事が期待されている。離島や僻地

という区域限定ではなく、

一般市街地でも遠隔医療が

普通の診療となる制度改革

が望まれている。

また、医薬品の販売にお

いても対面・書面販売の原

則を国は求めていた。しか

し薬事法は販売方法の具体

的方法論についての規定は

なく、省令で規定を設けて

きた。またインターネット

等の通信販売を明確に禁止

していない。しかも2002年

に必要な注意喚起をした上

で「インターネットによる

通信販売」を認めたにもか

かわらず、2009年2月6日

にインターネット販売そのものを一部の例外を除

いて禁止したのである。本件も最高裁まで争われ、

国が敗訴した。その後の議論で、医薬品のインター

ネット販売が一部の例外を除いて認められること

となった（図5参照）。

また、調剤薬局での医師の指示による医薬品の

患者への受け渡しに関しては、薬剤師法第25条

の二・医薬品医療機器法第9条の三において、

「薬剤師は、薬剤の適正使用のため、対面により

書面を用いて必要な情報を提供し、必要な薬学的

知見に基づく指導をしなければならない」とされ、

患者の希望や状況に応じた遠隔服薬指導などの実

施に柔軟性を欠くものとなっていた。例えば、遠

隔医療により診療を受け、処方指示が出た医薬品

を宅配等で患者宅へ送る場合、この対面原則によっ

て薬剤師がわざわざ届けて服薬指導をしなくては

ならない。当然服薬指導が必要であろうが、患者

の事情によっては、わざわざの対面を避けたいこ

ともあろう。そんな場合、対話型端末（iPhone
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やTV電話等）で服薬指導等が受けられれば、よ

り利便性が広がると考えられる。国家戦略特区で

は遠隔医療の受診において、患者さんの希望も勘

案し、柔軟に対応する事が可能となった。しかし、

一定の前進があったものの、遠隔医療実施に関わ

らず通常の診療においても遠隔服薬指導が可能と

なるべきであることは言う迄もない。更に今後は、

医薬品の搬送におけるドローン等の近未来技術の

活用の実証実験も実施されていくであろう。処方

薬の服薬指導をTV電話等で行い、更に処方薬の

搬送にドローンを活用して届けるなどの実証実験

は兵庫県養父市などで開始されよう。2015年の

12月15日に政府は国家戦略特区の3次指定を

したが注6、今回指定された千葉市でもドローンを

活用した医薬品等の搬送実験を始める。当然、医

薬品であることを考えれば、確実な輸送、到着確

認、不在時や不達、誤送等のリスク回避の為の条

件設定がガイドラインとして示されていく必要が

あるが、実証実験を希望する自治体や薬局、企業

等も多くあり、成果を大いに期待したい。

3－3 病床規制に関する議論

更に、国家戦略の医療分野における重点項目に

「病床規制の特例」が挙げられている。医療経済

学分野では、供給者（医師）誘発需要仮説なるも

のがあり、医師数や病床数が増大すれば医療費が

拡大するという議論がある。実際に、医療経済学

の最先端の実証研究では、この仮設の成立に賛否

両論があり、いまだに決着はしていない。しかし

ながら、規制当局の政策は明らかに供給者誘発重

要を前提としたものになっていると考えられる。

確かに、医療分野は前述した如く、医療サービス

の消費者である患者と供給者である医師との間で

は「情報の非対称性」が非常に大きく、医師の指

示によって医療費の消費規模が決まり市場が形成

される。圧倒的に供給者優位の市場である。また

病床数が増大すれば、その病床を埋める為に入院

誘導が発生し、医療費増大の原因となるという論

理である。医療機関経営では病床稼働率を上げる

ことと入院期間短縮が喫急の課題である。稼働率

を上げる為には、外来患者数を増やし、地域から

の紹介患者数を増大させ、また救急に力を入れる

等して、入院待機患者の数を増大させる事となる。

そこに病床があれば、病院はこぞって競争して病

床稼働率を上げる事に邁進する。当然病院収益が

向上するという事は、医療費が増大する事に繋がっ

てしまう。

従って医療費削減の方策として有効な手段は、

医師の養成数（供給）制限と病床増設を規制しよ

うと考える訳である。前者は医学部定員の規制で

あり、後者は病床規制という政策に反映されてい

るといえる。当然、それ以外にも診療報酬の改正

によって政策誘導による医療費削減策の知恵が絞

られ続けている。

特に病床規制に関しては、全国を344に診療

圏に分け、その診療圏（二次医療圏という）毎に

必要病床数の総量を定め、診療圏内の病院にその

病床を割り当てるという制度である。制度が出来

た1985年前後において、その移行期間内に多く

の医療機関が駆け込みで増床した影響もあり、特

に都市部などでは8000床を越える総量規制外の

病床（病床過剰状態）が存在し、新規増床が事実

上不可能である柱15。

医療法 7条では、都道府県知事は「その申請

に係る施設の構造設備及びその有する人員が第

21条及び第 23条の規定に基づく厚生労働省令

の定める要件に適合するときは許可を与えなけれ

ばならない」とされているが、医療法30条等に

より、二次医療圏なるものを設定し、地域医療計

画や病床種別と機能を設定する事により、病床数

の規制を設けている。都道府県知事は地域医療に

資する病床やがん等の必要と思われる病床につい
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ては設置する事が可能とはなってはいるが、実質

的には整備のための事前協議や地域の医療協議会

や審議会などのステークホルダー間の調整等で現

実的には不可能な状況となっている。また未稼働

の病床に関してもそれを必要な地域に移転させた

り、返還させるなども一部を除いて実質的に不可

能な状態となっている。

今回、国家戦略特区では、この病床規制の特例

を設けて、国が必要と判断した病床を、病床過剰

地域であっても設置可能とした。幾つかの大学や

診療所が、この特例で病床の設置が可能となった。

筆者のクリニックも、免疫細胞治療の先端的な

医療技術を開発し、がん医療における複合的免疫

治療を実施するために、病床規制の特例において、

病床の新設が認められている。がんの薬物治療の

世界を変えると云われる、イムノチェックポイン

ト阻害剤（免疫治療薬）の登場で、免疫療法に対

する再評価がなされると共に、遺伝子改変型の次

世代免疫細胞治療の開発や、血管内治療や超音波

内視鏡によって抗原未感作樹状細胞をがん細胞に

直接局注する技術等の開発によって、新たな免疫

細胞治療が始まろうとしている。その為の臨床研

究や治験、更には実医療としての治療上、病床設

置が必須となるからである注16。

特区には小泉内閣時代から、構造改革特区、総

合特区など多くの特区が存在し、現在でも実施さ

れている。これら特区との違いが良く議論されて

いるが、先にも述べた様に、国が受け身であった

従来の特区から、国が主導した特区へとステージ

を上げたものと考えている。そこでは「次元の違

う価値観や事業計画」により「確実な実施」がな

されなければならない。首相が議長となる諮問会

議が上位に設置されていることを見ても、国主導

であることが分かる。

その鍵を握る「区域会議」では、担当大臣や首

長、民間事業者や有識者などの少数精鋭のメンバー

で各担当府省との膝詰め議論を行い、明らかにさ

れた対立点の調整を行い、実行への道筋をスピー

ド感を持って整備する事が求められている。

国家戦略特区では、「医療」「農業」「教育」「雇

用」などの基本分野の外に、「都市再生・まちづ

くり」「歴史的建築物活用」「近未来技術の活用」

「外国人人材の更なる活用」などのキーワードで

議論が続いている。

医療分野では、前述した各項目以外に、外国人

医師の本邦での臨床修練や日本国内での活躍の場

を拡げる政策が検討されている。医療の国際化の

為にも非常に重要な施策の一つであるが、その政

策には二つの方策が検討された。前者は外国人医

師臨床修練制度の改革であり、後者が医師（免許）

資格の二国間協定の改革である。外国人医師臨床

修練制度とは、外国人医師等が行う臨床修練に関

する医師法17条の特例等で制定されている制度

である。また、二国間協定は従来、英国、フラン

ス、シンガポール、米国の四カ国と医師免許協定

がされており、外国人が日本の医師国家資格を取

る上での特例が定められている。前者に関しては、

その修練期間の延長（2年から4年へ）、後者に

おいては、対象国の拡大を柔軟に図ると共に自国

民だけでなく外国人一般の診療が可能とすること

の明確化であった。後者においては、外国人で本

邦の健康保険を有している外国人の診療も可能と

する事や、更に進んで日本人の診療も可能とする

ことの要求も多く出されたが、残念ながらこの点

は今後の継続の議論となった。

また、国家戦略特区において多くの議論を呼ん

だのが、医学部の新設であろう。1979年以来医

学部が37年余に渡って新設されていないという、
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医療分野の岩盤規制の象徴として語られ、多くの

賛否の議論を呼んだ。その背景には、医療現場に

おける医師の質と数の充足度と養成数のバランス

いう観点や、地域間の偏在や格差（医師数、教員

数等の面で）、更には教育人材確保による地域医

療崩壊加速の観点、今後の医学教育と医療の国際

化に資する教育のあり方の観点など、輻輳した観

点や認識の相違があった。

国家戦略特区というプロジェクトメーキングの

観点からは、その留意点として「一般の臨床医養

成・確保を主たる目的とする既存の医学部とは次

元の異なる（世界最高水準の国際拠点としての医

学部新設という）目的に沿った際立った特徴を有
・・・・・・・・

する医学部とする」と明記されており、具体的議
・・

論はまた緒に就いたばかりであり、この観点に沿っ

た具体的議論が、今後医療関係者間で深まってい

き、この議論を起点にして既存の医学部において

も国際化が促進できる様に政策支援を強化し、世

界に冠たる医学教育を受けて、世界に通用する医

師を多く排出できることを期待したい。

筆者は長く医療の規制改革論議に参加してきた

が、規制改革の会議体の中で、改革メニューを挙

げて声高に改革を求めるだけの立場から、自分自

身が規制改革の中核プレーヤーとなるべく、自身

の医療法人も国家戦略特区の構成員となるべく手

上げしその一員となっている。特例の実現は平坦

な道ではなく多くの壁があるが、これをやりきる

事が本邦の医療技術レベルの向上や医療の産業化

や国際化の促進の為のアクセルになることと考え

ている。

また、改革メニューが実行出来たとしても、そ

の効果が一過性のものになり、効果が持続できな

ければ成果を挙げたとは言えない。

今回議論されている改革メニューは、改革すべ

き多くの項目のほんの一部分でしかない。医療は、

我々の人生のライスコースのどの場面にも大きく

関わる社会保障の中核的施策であり、また保健・

福祉・介護などの各制度との関わりも複雑に絡まっ

ている。今回の施策は、医療分野としても、また

HealthCareという広範な概念で捉えても、ほ

んの一部分かつ一断面を切り出した制度改革でし

かないと考えている。こういった部分最適を求め

る改革は「どこかをつつけば、どこかに無理が来

る」という事になりかねず、これら改革が却って

全体最適を阻害し、現場の機動力を削ぐことにも

なりかねない。医療分野はステークホルダーが多

い分、丁寧な説明、きめ細かな検証と不断前進と

いう改革意欲が重要である。

例えば前述した、医薬品に関連した点で言えば、

病院や診療所の診察室にある電子カルテシステム

の端末から、医師が患者さんの意思を確認して、

院外処方箋を希望する調剤薬局に直接インターネッ

ト等で伝送し注17、情報を受け取った調剤薬局は

患者さん情報（電子カルテの内容確認など）を共

有しつつ調剤を実施し、調剤後の医薬品を多様な

手段で患者宅まで搬送し、必要に応じて対話型端

末（iPhoneやTV電話等）で服薬指導などをす

る事が出来れば、大いに利便性が増すはずである。

本年 4月からは、処方箋の電子化がやっと認

められ、上記に示したやり取りの一部が可能とな

るが、国家戦略特区では、この一連のやり取りの

全てが実施可能とすべきと考えている。更なる進

展を求めていきたい。利用者視点、患者視点では

当然すぐに出来そうな事でさえ、医療法や関連法

規など多くの壁や懸念表明があり、患者視点での

改革が出来ないでいる。

国際化の観点からは外国人の医師や看護師など

の診療の幅を大きく広げ、今後先進国並みに増加

医療経済研究 2015Vol.27No.296

５．最後に国家戦略特区をより価値ある
物とするために



するであろう外国人居住者や旅行者の安全と安心

を高めること、更には国籍や本邦の公的保険の資

格の有無に関わらず、患者さんの希望・納得を前

提に幅広い診療が可能とする事なども必要と考え

ている。

また、保険外併用療法の更なる充実・拡大を図

るためには、併用の対象を先進医療に限定するの

ではなく、選定療養注18へ、その適応を拡げる必

要があると考えている。医療技術の急速な進展を

促し、それらの技術の早期保険承認を次々に進め

ていけば、当然のことながら医療財源の枯渇に拍

車がかかる事は自明の理でもある。これを機会に、

先進医療や選定療養等の保険外併用療法の在り方

の抜本的改革も必要となろう。

国家戦略特区として指定区域となり規制改革の

実験・実践の場となった自治体、民間事業者、そ

して国やその関連団体や関係者が持続的かつ継続

的に責任を持って事業を推進し、結果を出せるプ

ロジェクトメーキングが何にも増して重要となる。

注

1 2010年 9に韓国企業と連携し開院した京都

Bsthesdaクリニックで幹細胞治療を受けた韓国人

の患者さん（73歳）が肺動脈塞栓症で死亡と韓国東

亜日報が報道。幹細胞投与との因果関係が不明なも

のの、大きな問題として取り上げられた。培養その

ものもを韓国内で行い、培養した最終加工品を患者

が持ち込み、治療は日本国内で行っていた。韓国内

では当該治療が自由診療として実施できないため、

ある意味脱法行為として、日本に持ち込んでの治療

であった。

2 2013年 1月 28日「第 183回国会における安倍

内閣総理大臣所信表明演説」より

3 ティシュエンジニアリング 2007号 p3131-p326

2007年6月

4（株）ジャパンティッシュ・エンジニアリング（通

称：J-TEC）が2007年10月3日の本邦発の「自家

培養表皮」の製造承認を得た。しかし、従来の薬事

法下での審査であった為、資金的にも期間的にも多

くの負荷・負担が掛かり、しかもバイオベンチャー

が健全に発展継続できない費用での診療報酬点数・

使用条件となり、大きな議論を呼んだ。この承認の

あり方が、ある意味再生細胞医療製品（加工品）の

あり方を考えるきっかけとなった。

5 WWW.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000qw7e.html

「2010年6月24日 第8回 再生医療における制

度的枠組みに関する検討会議事録」を参照。

6 2014年5月1日に発表された特区の指定区域は、

東京圏（東京都・神奈川圏の全部又は一部・成田市）、

関西圏（京都府・大阪府・兵庫県の全部又は一部）、

新潟県新潟市、兵庫県養父市、福岡県福岡市、沖縄

県の6区域であったが、その後第二次指定（地方創

生特区）として2015年8月28日に秋田県仙北市、

宮城県仙台市、愛知県の3自治体が指定され、更に

2015年12月15日に広島県、千葉県千葉市、愛媛

県今治市、福岡県北九州市の4自治体が新たに追加

指定された。

7 2013年6月14日に「日本再興戦略」及び「健康・

医療戦略」が策定され、それを受けて2014年6月

17日に、世界に先駆けて革新的医薬品や医療機器等

の実用化を促進するため、基礎研究から臨床研究、

治験、承認審査、保険適用、国際展開までの対策を

一貫して取り組むための戦略として策定された。

8 対象患者が概ね5万人（米国では20万人）規模

の疾病をいう。難病などの重篤な疾病や他に治療法

があく医療上必要性が高い疾病などが対象となる。

9 平成23年10月25日の健康保険受給権確認請求

事件 最高裁第3小法廷の判決文

www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/081724_

hanrei.pdfを参照

10 現在（2016年2月末時点）医療法第4条の3第

1項の規定に基づき承認されている機関は、「国立が

ん研究センター中央病院」「大阪大学病院」「東北大

学病院」「国立がん研究センター東病院」「九州大学

病院」「名古屋大学病院」である。

11 現在認定されている機関は「順天堂大学順天堂医

院」「癌研有明病院」「東京医科歯科大学病院」「横

浜市立大学病院」等である。

12 厚生労働省は、このテレビ電話との文言に強くこ

だわっている様だが、筆者は当然ながらICT技術を

駆使したスマホ等を活用した対話型システムも含む
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と解釈している。

13 1997年2月24日に医師法20条の解釈及び遠隔

医療に関する通知が改正され、2011年3月31日に

健康政策局長通知が発出された（健政初第1075号）。

その中で、留意事項として「初診及び急性期の疾患

に対しては原則として直接の対面診療によること」

とされ、またその別表によって遠隔診療の対象とし

て9疾病が例示として示された。しかしこの例示が

医療現場では限定列挙として解釈された。

14 2015年8月10日の厚生労働省医政局長発出の事

務連絡によって明示された。

15 平成25年3月改定の「東京都保健医療計画」に

よれば、二時医療圏である都内・医中央部では基準

病床数 5,258床のところ、既存病床数は 13,703床

（H24.10.1現在）で、実に8,445床の過剰となって

いる。

16 国家戦略特区の区域計画の東京圏 国家戦略特別

区域 2014年12月19日資料

/www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/

kuikikeikaku_tokyo_h261219.pdfを参照

17 特定保険薬局への誘導は禁止されている。その根

拠法は、保険医療機関及び保険医療養担当規則第2

条の5「保険医療機関は、当該保険医療機関におい

て健康保険の診療に従事している保 険医（以下

「保険医」という。）の行う処方せんの交付に関し、

患者に対して特 定の保険薬局において調剤を受け

るべき旨の指示等を行ってはならない」としている。

18「選定療養」とは、患者が自身の価値観や責任に

おいて選定し、特別に費用負担して受ける追加的な

医療及び関連サービスのことをいう。「評価療養」

である先進医療等と並列して保険外併用療法制度の

一翼を担っているものである。具体的には、入院時

の差額ベット料や予約診察料、更には200床医療の

病院で紹介状無しで受診時に受ける時の追加費用等

がその対象となっている。評価療養は将来保険収載

を目指すもの、選定療養は保険収載を将来において

もしないものとの区分けができている。しかし、今

後は選定療養の定義を変更し、患者選定による新た

な医療や、医療経済的には合理性がないものの、患

者の求める医療技術等、その適応範囲を拡大すべき、

または新たに「選定療養B」などの新たな体系創設

が必要と筆者は考えている。
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Abstract

Thereexistsagapbetweenthehealthcaresystemandneedsfortheserviceallthroughtheages;however,the

gaphaswidenedconsiderablybyacceleratingmedicaltechnology,diversificationofindividualvalues,andrapid

ageingofthepopulationinrecentyears.

PrimeMinisterJyunichiroKoizumi'sCabinet,inauguratedinApril2001,boldlyundertookregulatoryreform

inthefieldofhealthcaretofillthegap.Sincethenmanyissueshavebeendiscussing,andsomeofchallengeshave

reformed.Undersuchcircumstance,thehealthcarereformwaspositionedascoreprogramofNationalStrategic

SpecialZones,enactedasapartofgrowthstrategybyPrimeMinisterShinzoAbe'ssecondCabinetinaugurated

inDecember2012.Besidesmedicalfield,othersubjectssuchasagriculture,education,employment,urban

regenerationandrenewal,utilizationofhistoricalconstruction,near-futuretechnology,andfacilitationof

foreignerresourceshavevigorouslydiscussedanddemonstrated,andapartofplanhaveachievedsignificant

results.

Variousderegulationmeasuresincludingmixedbillingofmedicalcareservices(amatterofconcernsince

2001),rulelimitingthenumberofthebeds,andface-to-facemedicalcaresandinstructionsontheuseofdrugs

intelemedicineenvironmenthavedebatedinthemedicalfield.Moreover,ashorteningofexaminationperiodhas

discussedandappliedtopromotethedevelopmentofworld-widemedicalequipmentatthedesignatedarea.At

thecurrentmoment,innovativeapproachesinthemedicalfieldhavebeenprogressingin13designatedareas.

AministerwhoisassigneddirectlybelowthePrimeMinister,localadministrativechiefsinthedesignated

area,andprivatebusinessoperatorsarepositionedasonetobeaimedatcross-ministerialreforming,bywhich

specificachievementswillbedemonstrated.
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