
■日漢協トピックス 
「国民の健康と医療を担う漢方の将来ビジョン研究会/フォーラム」開催  
2月9日、ニッショーホールで「国民の健康と医療を担う漢方の将来ビジョン研究会/フォーラム」が開催された。 
 
                       2016年8月に設立されたこの研究会は、 
                       テーマを絞った3回の研究会で、講演と議論を重ねてきた。 
                       今回のフォーラム開催の目的は、この3回の研究会における議論を基に、 
                       漢方の将来ビジョンの提言をまとめることであった。 
 
                       開会にあたって会長の髙久史麿先生は、 
                       日本の伝統医学である漢方医学は、 
                       全身状態を把握する患者中心の医療であると話された。 
                       漢方医学薬学教育が充実してきたこと、 
                       厚労省の施策に、漢方薬の役割や研究について言及されている現状から、 
                       保険医療の現場における漢方治療への期待が 
                       ますます高まっていると述べられた。 
                       このような現状の理解と、 
                       漢方が抱える課題の解決に向けた検討を進めることを目的としたこの研究会で 
                       本日の議論を踏まえて、提言をとりまとめ公表したいと宣言された。 
 
                                    ～ 関連記事 ～ 
                                                                                                  2016年 8月 3日       
                                              「国民の健康と医療を担う漢方の将来ビジョン研究会」発足 
 
                                              2016年10月26日 
                                              「研究会Ⅱ：高齢者医療」開催 
                          
                                              2016年11月21日 
                                              「研究会Ⅲ：品質確保と安定供給」開催 

【髙久 史麿 先生】 
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フォーラム プログラム 

【開会の挨拶】 髙久 史麿 先生 （日本医学会 会長） 

【特別講演】  座長：髙久 史麿 先生  （日本医学会 会長） 

         演題：国民医療に対する漢方への期待 
             横倉 義武 先生 （日本医師会 会長） 

【指定講演】  座長：秋下 雅弘 先生（東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座 教授） 

         演題：日本東洋医学会の取り組み 
             佐藤 弘 先生 （日本東洋医学会 会長） 

【研究会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 報告と提言】 

         座長：合田 幸広 先生 （国立医薬品食品衛生研究所 薬品部長） 

             「研究会Ⅰ：がん領域」 
             北島 政樹 先生 （国際医療福祉大学 副理事長・名誉学長） 

             「研究会Ⅱ：高齢者医療」 
             鳥羽 研二 先生 （国立長寿医療研究センター 理事長） 

             「研究会Ⅲ：品質確保とレギュラトリーサイエンス」 
             近藤 達也 先生 （医薬品医療機器総合機構 理事長） 

【ディスカッション（提言骨子）】 

         座 長：北島 政樹 先生 （国際医療福祉大学 副理事長・名誉学長） 
              研究会メンバー、演者、参加者からの意見 

【 総   括 】  北島 政樹 先生 （国際医療福祉大学 副理事長・名誉学長） 



講演内容 
  
 フォーラムは、髙久会長が座長を務められる特別講演から始まった。 
 講師は日本医師会会長の横倉義武先生で、 
 テーマは「国民医療に対する漢方への期待」で、漢方医学の課題として 
 西洋医学的な発想に基づくエビデンスが求められていることについて、 
 メタアナリシス・システマティックレビュー、データベース利用の活性化をアピールした。 
 また国際対応については、各国が伝統医学の利用を進める中、 
 我が国においても、この流れに逆行することの無いようにとの期待を述べられた。 
 また、漢方製剤の保険給付見直しの議論に関しては、 
 医師会として「医療保険制度の中で処方されるべき」との考えを示し、 
 国民・患者に支持してもらえるよう努力を続けることが重要と語られた。 
 さらに、原料生薬の安定確保のため、国内栽培化を推進すべきことを、 
 「健康・医療戦略参与会合」で発言されたことを紹介された。 
 
                   続いて、東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座教授の                                     
                   秋下雅弘先生座長のもと、指定講演が行われた。 
                   講師は日本東洋医学会会長の佐藤弘先生で、 
                   テーマは「日本東洋医学会の取り組み」であった。 
                   主な活動、そして佐藤会長が議長を務める 
                   日本東洋医学サミット会議の活動を紹介された。 
                   また、3回の研究会におけるキーワードを取り上げ 
                   「科学的エビデンスの集積の加速化」 
                   「情報の発信・共有」「漢方製剤等の安定供給」そして 
                   「さらなる国の支援」について日本東洋医学会の立場で 
                   今後取り組みを強化することを発表された。 
 

【川原 信夫 先生】 

【横倉 義武 先生】 

【佐藤  弘 先生】 
【秋下 雅弘  先生】 



【研究会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 報告と提言】 
                  
                  国立医薬品食品衛生研究所 薬品部長の合田幸広先生が、  
                  研究会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 報告と提言の座長を務められた。 
 
                  昨年実施された3回の研究会でそれぞれ総合司会を務められた 
                  国際医療福祉大学  副理事長・名誉学長の北島政樹先生、 
                  国立長寿医療研究センター 理事長の鳥羽研二先生、 
                  そして、医薬品医療機器総合機構 理事長の近藤達也先生が登壇した。 
                  それぞれの研究会で講演されたサマリーと   
                  出席者討論の内容を報告された。 
                  また、総合司会の先生方がまとめられた提言を発表され、 
                  フォーラムのディスカッションへ繋げられた。 
      
                   
 
 

【合田 幸広 先生】 

【北島 政樹 先生】 【鳥羽 研二 先生】 【近藤 達也 先生】 



【フォーラム／ディスカッション】 
                  
                    参加されたすべての先生がステージに揃い 
                    北島先生が座長を務められディスカッションが進められた。 
                    まず、3回の研究会の報告と提言を踏まえた、 
                    「国民の健康と医療を担う漢方の将来ビジョン研究会」としての              
                    提言骨子(案)が示された。 
                    (次ページ参照) 
 
 
 ディスカッションは、提言骨子(案)の各項目について、 
 それぞれ専門の先生が意見を述べた。 
 漢方治療のエビデンスに基づく 
 診療ガイドラインへの掲載について 
 意見を求められた髙久会長は、 
 「研究会で先生方が講演された内容に興味を持ち、 
 症例が難しいけれども、是非ガイドライン掲載を 
 推進していただきたい」と述べられた。 
 髙久先生の提唱で、提言骨子(案)から(案)を取ることが 
 全出席者了承のもと決定した。 
 最後に北島先生が提言を2月中にとりまとめ、 
 3月には公表したいと宣言し、フォーラムは終了した。 
 
 終了後、別室で報道関係者を対象に会見が開かれた。 
 全体質疑後も出席された先生を囲み 
 問いかける記者の姿に、関心の高さが感じられた。 

 【主な質問】・提言の提出先そして具体的な活用方法 
         ・国民に向けての情報発信の方法 
         ・医療保険制度における位置づけの検討 など 



「国民の健康と医療を担う漢方の将来ビジョン研究会」 
研究会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを踏まえた提言骨子(案) 
１．高齢者のフレイル、がん支持療法を始めとする 
  医療における漢方製剤等の必要性 
 
２．漢方製剤等に係る研究の推進 

 （１）がん領域 
   ①抗がん剤（特に分子標的薬）による副作用対策と 
    安全性データ（相互作用）の蓄積 

  ②バイオマーカー（レスポンダーマーカー）の開発 

 （２）高齢者医療 
  ①ポリファーマシーの視点をも含めた 
       安全性データ（副作用、相互作用）の蓄積や 
       西洋薬（抗精神病薬・睡眠薬等）の副作用対策として 
       の有用性検討 

    ②“フェノタイプ”と“証”の整合性研究 
         （漢方個別化医療の推進） 
 
（３）医療経済学的研究の推進 
 
（４）新規領域・疾患への応用研究 
 
（５）研究支援体制の構築と研究費支援 
 
（６）エビデンスに基づく診療ガイドラインへの掲載                

３．漢方製剤等の品質確保と安定供給に向けた取り組み 

 （１）多成分系医薬品である漢方製剤等に関する 
     「リポジショニングや新剤型等のための品質保証 
     および承認申請に資するガイドライン」の整備を目指す 

 （２）原料生薬の安定確保に向けた国内栽培の推進 

 
４．医療保険制度における位置づけ 
 
５．日本オリジナルの薬剤（Made in JAPAN）である 
     漢方製剤の海外展開の推進 
 
６．産官学・国民との連携 

 （１）生薬、漢方製剤等に係る研究者・技術者の人材育成 

 （２）国民（患者さま）への啓発・アウトリーチ活動の必要性 
    ①漢方のエビデンスやフレイル等の啓発活動の推進 

    ②大学等や国民（患者）へのアウトリーチ活動 

    ③国民の理解と納得に基づく合意形成 



                   フォーラム 【出席者一覧】 
会長 髙久 史麿 (日本医学会 会長) 

代表世話人 北島 政樹 (国際医療福祉大学 副理事長・名誉学長) 

世話人 鳥羽 研二 (国立長寿医療研究センター 理事長) 

合田 幸広 (国立医薬品食品衛生研究所 薬品部長) 

秋下 雅弘 (東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座 教授) 

委員 横倉 義武 (日本医師会 会長) 

山本 信夫 (日本薬剤師会 会長) 

白川 修二 (健康保険組合連合会 副会長) 

佐藤  弘 (日本東洋医学会 会長) 

小松 かつ子 (富山大学和漢医薬学総合研究所 教授) 

袴塚 高志 (国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長) 

研究会Ⅰ出席者 西田 俊朗 (国立がん研究センター中央病院 病院長) 

康永 秀生 (東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学 教授) 

河野  透 (札幌東徳洲会病院先端外科センター長) 

上園 保二 (国立がん研究センター研究所がん患者病態生理研究分野 分野長) 

研究会Ⅱ出席者 乾  明夫 (鹿児島大学大学院医歯学総合研究科社会・行動医学講座心身内科学分野 教授) 

小川 純人 (東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座 准教授) 

堀口  淳 (島根大学医学部精神医学講座 教授) 

研究会Ⅲ出席者 近藤 達也  (医薬品医療機器総合機構 理事長) 

中垣 俊郎 (京都府立医科大学大学院医学研究科 教授) 

川原 信夫 (医薬基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研究センター長) 

オブザーバー 厚生労働省、農林水産省、文部科学省、内閣官房 

  医薬品医療機器総合機構(PMDA)、日本医療研究開発機構(AMED) 
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