
第１回 ６月６日（土）18:00～19:30

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歴史的背景

第２回 ６月13日（土）18:00～19:30

キューバやデンマークの医療・高齢者福祉制度
第３回 ６月20日（土）18:00～19:30

米国、独、キューバと何が違う、新型コロナ危機から私たちが学ぶべきこと

2020.  6/6  6/13  6/20 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会



2006年→2013年
改善どころか悪化する医師不足！

「36回たらい回し25病院」

フジテレビ ニュースJAPAN

医師不足が招く救急医療の危機（13分）

2013年5月8日；前編 5月9日；後編

2012.9.4 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

NHK 日本のこれから医療費亡国論(6分)

2006年10月24日

NHK 日本のこれから長時間労働（7分）

2006年10月24日

NHK日本のこれから第9回
「医療～安心できますか？」2006年10月24日

出演：唐澤祥人、辻哲夫、八代尚宏、本田宏、伊藤隼也、遥洋子

ニュースJAPAN医師不足が招く救急医療の危機13.5.8-9.wmv
ニュースJAPAN医師不足が招く救急医療の危機13.5.8-9.wmv
ニュースJAPAN医師不足が招く救急医療の危機13.5.8-9.wmv
%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9JAPAN%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%8C%E6%8B%9B%E3%81%8F%E6%95%91%E6%80%A5%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AE%E5%8D%B1%E6%A9%9F13.5.8-9.wmv
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2011.10.30 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

医療関係者も患者家族、そして患者です

2000年9月17日、長らくリウマチを患っ
ていた母は田舎の病院に肺炎で緊急入
院。翌日夜間トイレに立とうとしたときに転
倒し大腿骨頭骨折。その後寝たきりの状
態で退院を勧められ・・・。

「なぜトイレに立つ時に看護師さんに声
をかけなかった」という父の問いに、「看護
師さんはとても忙しそうで声をかけられな
かった・・・」と答えた母。
翌2001年7月7日母は２つ目の転院先で

72年間の生涯を閉じました。

Patient First! 
医療再生のキーワード



医療再生は不可能と諦めていた頃
キューバ医療視察の話が！

2012.9.4 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

日経メディカルブログより

2013年の夏
10年以上全国一医師不足

埼玉から医療再生訴えた
が変わらない日本！



2015年3月1日 2度目のキューバ旅行 成田空港で

本当の旅の発見は 新しい景色、視点？
フランス人作家マルセル・ブルースト

2015.3.1 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会



米国医療の現実

2011.10.21 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会



2020.4.13 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

米国サリバン厚生長官平成4年（1992年）10月
米国の医療問題解決のためクリントン大統領夫人
の肝いりで国立がんセンターを1週間視察後の感想
「米国は医療費にGNPの13.5％を使っているが、経
済大国日本はその半分以下、しかも病室は雑魚寝、
共同浴室でまるで50年代の米国の病院、米国人に
は耐えられない」と。AHA News Oct.28,1992

ヒラリー・クリントン；日本の医療従事者を
「聖職者さながらの自己犠牲」と絶賛。また一方で
はクレイジーとも？。

1992年、日本の病院
米国人には耐えられないと？

マイケルムーア監督の「シッコ」に日本が紹介されなかったの
は、日本医療のレベルが低すぎて参考にならないため！



2020.4.13 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

日本の医療崩壊は1992年から？
日本でほとんど報道されなかったエピソード

「日本人が知らない日本医療の真実」
(幻冬舎メディアコンサルティング) アキよしかわ著より

大部屋、医療ミスの温床ともなりかねない、危うい患者や薬剤
管理、そしてボロボロに疲れきった医師達！「残念だが医師の
犠牲と我慢の上に成り立っている制度は長くは維持できない。
やがて崩壊する危険をはらんでいるだろう」

1992年1月8日夜、パパブッシュが宮沢喜一首相主催の夕

食会で倒れる。その後日本の医療機関に行かずに軽快。
当時の米大使館員「日本の病院に入院しないことが決
まって、心底胸をなでおろした」と。

7年後1999年→都立広尾病院消毒薬静注による死亡事件
14年後2006年→福島県立大野病院産科医逮捕（2004年産婦死亡）

16年後2008年→墨東病院妊婦受入れ拒否（受入れ不能）死亡



夢と野望の人 それでも僕は見過ごせない ーチェ・ゲバラ 世界を変えようとした男ー

ザ・プロファイラー NHK BSプレミアム 2013.11.6（水）

2012.9.4 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会



キューバ 医療視察と革命の歴史を訪ねる旅
全日本民医連 60周年企画 2013.11.2～11.9

2013.12.4 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

11月
2日（土） 3日（日） 4日（月） 5日（火） 6日（水） 7日（木） 8日（金） 9日（土）

成田1700発
→13時間で
トロント→3

時間半でハ
バナ

ハバナ観光、
革命博物館、
モロ要塞、
革命広場、
世界遺産旧
市街

①講義

②ポリクリニ
コ

③ファミリー
ドクター

①ラテンアメ
リカ医学校

②バイオテ
クノロジーセ
ンター

①眼科病院

②フィンライ
研究所

③シーメック
病院

チェゲバラ
ゆかりサン
タクララ観光、
装甲列車転
覆現場、ゲ
バラ廟

ハバナ700

発→3時間

半トロント
→13時間成
田

成田1510着



経済制裁の結果 2013年11月

2012.9.4 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

兌換ペソ外国人専用



キューバ医療視察と革命の歴史を訪ねる旅13.11.4 キューバ保険省幹部 Dr. Portillo（元外科教授）講義"Cuban National Health System" 2012。



Hospitals
病院

National Health System キューバに学ぶ救急体制！

Family Doctor’s office
家庭医

Health Area
地域住民

Polyclinics

ポリクリニック

家庭医

ポリクリニック

病院

日本；家庭医いないこ
と珍しくなく、自分で救
急車要請し直接病院
救急外来へ

キューバ；救急患者はまずポリ
クリニックの救急外来受診し、
必要な場合に救急車で病院へ
転送



①ファミリードクター
一人一人を家族ごと支える

2012.9.4 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会



②ポリクリニコ
専門医揃い

外来検査や治療担当する

2012.9.4 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会



③病院
重症救急患者の治療

移植まで行う

2013.11.26 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会



Erradicated  diseases

キューバで根絶された感染性疾患（赤は減少中）

1.Poliomyelitis 小児マヒ

2.Diphtheria ジフテリア

3.Neonatorum tetanus

新生児破傷風

4.Adult  tetanus 成人破傷風

5.Measles はしか

6.Rubella 風疹

7.Parotiditis 流行性耳下腺炎

8.Post parotiditis syndrome 

流行性耳下腺炎後症候群

9.Congenital syphilis 先天性梅毒

10.Typhoid fever 腸チフス

11.TB 結核

12.Whooping cough 百日せき

13.Infant  HIV/AIDS 小児エイズ

14.Human  rabies 狂犬病

15.Malaria マラリア

16.Western virus 西ナイル熱?

17.Yellow   fever 黄熱病

18.Chagas シャーガス病

Low control diseases 減少疾患

1.Meningitis 髄膜炎

2.Meningitis y Neumonía a H. 
influenzae type b

B 型インフルエンザ菌髄膜炎肺炎

3.Leptospirosis レプトスピラ症

4.Hepatitis B

B型肝炎→新規発症ゼロ！

“National Health System” 2013.11.4Dr. Portillo 講義スライドを改編

キューバ医療視察と
革命の歴史を訪ねる旅
2013.11.4Dr. Portillo 
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Certified by the WHO: Dec.  2001

Requalified by the WHO: Oct. 2003

Requalified by the WHO: Sept. 2005

Requalified by the WHO: Nov. 2008

Heberbiovac®

“National Health System” 2013.11.4 Dr. Portillo 講義スライドを改編

キューバ
急性B型肝炎発症

ワクチン製造＆接種で激減！



ラテンアメリカ医学校
2013年11月5日

2011.10.21 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

発展途上国から学生を受け入れ
長年無償で医学教育を提供してきた！



身体障害児学校
2015年3月

2015.4.29 本田 宏 医療制度研究会副理事長



高齢者施設
2015年3月

2015.4.29 本田 宏 医療制度研究会副理事長



キューバの医療と教育は何故無償？
日本とどこが違う？

2014.2.15 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

キューバの平均投票率

９５％!！

国会議員は一部有償、地方議員は

ボランティア。

立会人は小学生。大人は子供の前
で責任持って投票をし、子供は投票の
仕組みと意義を覚え責任ある大人に
なっていきます！

face book 「キューバ・チェ・ゲバラ・フィデル・カ
ストロ研究会」より引用



“... We are a small country, but

this small country has been

capable to prove how much can

be done if there is a will to do so,

how much can be done if human

resources are well used…”

Fidel Castro Ruz.

厳しい米国の経済制裁と闘いながらも医療＆教育無償守るキューバ
戦後長らく米国に追従しながら医療も教育も国民自己負担世界トップ日本

「弱きを助け強きを挫く」キューバ！
「強きを助け弱きを挫く」日本



2016.2.6 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

2013.11.8キューバ サンタクララにて

チェ・ゲバラ名言まとめ
（日本語、英語、スペイン語）より

http://estorypost.com/%e5%90%8d%e8%a8%80%e3%83%bb%e6%a0%bc%e8%a8%80/%e

3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%83%90%e3%83%a9%e5%90%8d

%e8%a8%80/

我々にとって社会主義の確かな定義は
人間の人間による搾取の撤廃以外にない。

もし私たちが空想家のようだといわれるな
らば、救いがたい理想主義者だといわれる
ならば、できもしないことを考えているといわ
れるならば、何千回でも答えよう「その通り
だ」と

世界のどこかで、誰かが蒙っている不正を、
心の底から深く悲しむことのできる人間にな
りなさい。それこそが革命家としての、一番
美しい資質なのだから



ホセ・マルティ選集②飛翔する思想 青木康征訳
『アメリカ大陸通貨会議』「ラ・レビスタ・イルストラーダ」ニューヨーク、1891年5月号（明
治24年）

ものごとで大切なのは、姿かたちでなく、ものごとを動かす意図・目的である。意図・目
的が重要であって、外見ではない。政治の世界では本心が見えない。政治とは、国を
持続して発展させるため、国内のさまざまな、もしくは、対立する諸要素をひとつにまと
めながら、他国の公然たる敵意やうさんくさい友情の押し売りから国を守る術のことで
ある。ある国が誘いをかけてくれば、そこに隠されている意図を探る必要がある。どの
国も自国の利益を損なうようなことはしないからだ。

一国が進める政治的行動には、その国の性格、経済事情、政党の利害関係、政治指
導者の思惑といった諸要素が絡み合っている。ある国から手を組もうと誘われたとき、
無知で舞い上がってしまう政治家はただちに応じるだろう。理想に胸をふくらます青年
政治家は事情を吟味しないで歓迎し、売国奴か精神異常の政治家はこれを恩恵として
拝受し、身にあまる光栄とばかり感激するだろう。しかし、心の奥で祖国の苦悩を感じる
政治家は用心を怠らず、先を見通すことのできる政治家であれば、誘いをかける国と誘
いをかけられる国、それぞれの性格がどのような要素から成り立っているか、これまで
の生い立ちと習性が共通していることから手を組むよう前もって運命づけられているか
どうか、調査し、確かめるだろう。

『十月十日を迎えて』ニューヨーク、ハードマンホールでの演説、1891年10月16日（明
治24年）青木康征訳

最高の自由とは、わたしたちよりも自由でない人のために自由を行使する義務でなく
て、何でしょうか？

2015.8.20 本田 宏 医療制度研究会

最高の自由とは、
わたしたちよりも自由でない人のために

自由を行使する義務でなくて、何でしょうか？



デンマークの高齢福祉社会

何故幸福度が世界一位になった？

2012.9.4 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

英レスター大学調査、米国の調査期間ワールド・バリューズの幸福度ランキングトップ。
（日本はそれぞれ90位と43位）

「幸福大国」

%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF20100916.wmv


2011.10.30 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会
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出英国レスター大学の幸福度調査（日本は世界88位）を報道した当地のテレビ番組

1位のデンマーク（国民負担率72.5%；OECD加盟国1位）の若者が「税金は少し高いけ
れども、医療費も大学の授業料も無料だし、有給休暇も最低年5週。何も不満はな
い」と証言。「大きな政府」の西欧諸国ではこれが「当たり前」
緊急論考「小さな政府」が亡ぼす日本の医療⑧ 李 啓充氏 週刊医学界新聞 08.5.19より抜粋、図は同⑥08．4.14より

日
本
貧
困
度
は
？



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」



報道の自由度ランキング、日本は72位 G7で最下位に
（朝日新聞デジタル 2017年04月26日 22時18分)

2017.4.28 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

国際ＮＧＯの国境なき記者団（本部パリ）
２６日、２０１７年「報道の自由度ランキン
グ」発表。調査対象１８０カ国・地域のうち
日本は前年と同じ７２位だがイタリア（５２
位）に抜かれ主要国７カ国（Ｇ７）で最下位

報道の自由度（カッコ内前年比較）
１ ノルウェー（３）
２ スウェーデン（８）
３ フィンランド（１）
４ デンマーク（４）
５ オランダ（２）
１６ ドイツ（１６）
２２ カナダ（１８）
３９ フランス（４５）
４０ 英国（３８）

４３ 米国（４１）
５２ イタリア（７７）
７２ 日本（７２）
１４８ ロシア（１４８）
１７６ 中国（１７６）
１７７ シリア（１７７）
１７８ トルクメニスタン（１７８）
１７９ エリトリア（１８０）
１８０ 北朝鮮（１７９）



デンマークのメディアリテラシー教育
中学校3年生の教科書 2017年5月2日

2017.5.11 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

人を消す？！

大きくする？！

偽画像？！

写真はいくらでも合成できるという例が
これでもかと掲載。授業の中で、アル
コール依存症について調べ発表する際
に、その情報は一次情報なのか、二次
情報なのかを突っ込まれる。

情報過多の時代を生き抜くために、何
が必要かをしっかりと学ぶ。



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。



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・・！



幸福度世界一
デンマークの高齢者福祉現場は？（15分）

山路憲夫氏提供

白梅学園大学子ども学部・家族地域支援学科教授、白梅学園大学教育福祉研究センター長

2015.7.10 本田 宏 医療制度研究会副理事長
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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

☜民主党政権交代

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



第１回 ６月６日（土）18:00～19:30

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歴史的背景

第２回 ６月13日（土）18:00～19:30

キューバやデンマークの医療・高齢者福祉制度

第３回 ６月20日（土）18:00～19:30

米国、独、キューバと何が違う、新型コロナ危機から私たちが学ぶべきこと

2020.  6/6  6/13  6/20 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会


