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2018.6.82018.6.82018.6.82018.6.8 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療法人医療法人医療法人医療制度研究会制度研究会制度研究会制度研究会

東京桑野会平成３０年度定期総会 講演会

外科医外科医外科医外科医３６年を３６年を３６年を３６年を顧みて顧みて顧みて顧みて

「医療・社会保障切り捨て日本への処方せん」「医療・社会保障切り捨て日本への処方せん」「医療・社会保障切り捨て日本への処方せん」「医療・社会保障切り捨て日本への処方せん」

平成30年6月8日17:30～18:00 ホテル椿山荘東京』

外科医、NPO法人医療制度研究会副理事長

日本医学会連合労働環境検討委員会

本田 宏（86期）

郡山市郡山市郡山市郡山市

二本松市二本松市二本松市二本松市

金透小学校金透小学校金透小学校金透小学校

安積高校安積高校安積高校安積高校

将来の夢はパイロット将来の夢はパイロット将来の夢はパイロット将来の夢はパイロット

自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介

安全神話崩壊安全神話崩壊安全神話崩壊安全神話崩壊

福島第福島第福島第福島第1原発事故原発事故原発事故原発事故

●●●●

猪苗代湖猪苗代湖猪苗代湖猪苗代湖
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2012.1.142012.1.142012.1.142012.1.14 済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院 本田本田本田本田 宏宏宏宏 医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

1973
弘前大入学弘前大入学弘前大入学弘前大入学

1974
医学部２年生医学部２年生医学部２年生医学部２年生

1975
医学部３年生医学部３年生医学部３年生医学部３年生

1976
医学部４年生医学部４年生医学部４年生医学部４年生

1977
医学部５年生医学部５年生医学部５年生医学部５年生

1978
医学部６年生医学部６年生医学部６年生医学部６年生

1979(1)
外科入局、市立病院外科入局、市立病院外科入局、市立病院外科入局、市立病院

1980(2)
平内町立病院平内町立病院平内町立病院平内町立病院

1981(3)
女子医大第３外科女子医大第３外科女子医大第３外科女子医大第３外科

1982(4)
済生会川口病院済生会川口病院済生会川口病院済生会川口病院

1983(5)
麻酔研修麻酔研修麻酔研修麻酔研修

1984(6)
玄々堂君津病院玄々堂君津病院玄々堂君津病院玄々堂君津病院

1985(7) 1986(8)
Boston小児病院小児病院小児病院小児病院

1987(9)
臨床工学技士法臨床工学技士法臨床工学技士法臨床工学技士法

1988(10) 1989(11)
済生会栗橋外科部長済生会栗橋外科部長済生会栗橋外科部長済生会栗橋外科部長

1990(12)

1991(13) 1992(14) 1993(15)

呼吸法開始呼吸法開始呼吸法開始呼吸法開始

1994(16) 1995(17)

外科学会指導医外科学会指導医外科学会指導医外科学会指導医

1996(18)

1997(19) 1998(20)

医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

1999(21)

病は気から病は気から病は気から病は気からHP
2000(22)

母入院中･骨折母入院中･骨折母入院中･骨折母入院中･骨折

2001(23)

母永眠、母永眠、母永眠、母永眠、副院長副院長副院長副院長

2002(24)

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞

2003(25) 2004(26) 2005(27) 2006（（（（28）））） 2007（（（（29）））） 2008(30)

2009(31) 2010(32) 2011(33）））） 2012(34)

移植医を目ざした移植医を目ざした移植医を目ざした移植医を目ざした10年年年年

移植医移植医移植医移植医→一般外科医へ一般外科医へ一般外科医へ一般外科医へ

2011.10.302011.10.302011.10.302011.10.30 済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院 本田本田本田本田 宏宏宏宏 医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

1973

弘前大入学弘前大入学弘前大入学弘前大入学

1974

医学部２年生医学部２年生医学部２年生医学部２年生

1975

医学部３年生医学部３年生医学部３年生医学部３年生

1976

医学部４年生医学部４年生医学部４年生医学部４年生

1977

医学部５年生医学部５年生医学部５年生医学部５年生

1978

医学部６年生医学部６年生医学部６年生医学部６年生

1979(1)

外科入局、市立病院外科入局、市立病院外科入局、市立病院外科入局、市立病院

1980(2)

平内町立病院平内町立病院平内町立病院平内町立病院

1981(3)

東京女子医大第３外科東京女子医大第３外科東京女子医大第３外科東京女子医大第３外科

1982(4)

済生会川口病院済生会川口病院済生会川口病院済生会川口病院

1983(5)

麻酔研修麻酔研修麻酔研修麻酔研修

1984(6)

玄々堂君津病院玄々堂君津病院玄々堂君津病院玄々堂君津病院

1985(7) 1986(8)
Boston小児病院小児病院小児病院小児病院

1987(9) 1988(10) 1989(11)

済生会栗橋外科部長済生会栗橋外科部長済生会栗橋外科部長済生会栗橋外科部長

1990(12)

1991(13) 1992(14) 1993(15)

呼吸法開始呼吸法開始呼吸法開始呼吸法開始

1994(16) 1995(17)

外科学会指導医外科学会指導医外科学会指導医外科学会指導医

1996(18)

1997(19) ①①①①1998(20)

医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

②②②②1999(21)

病は気から病は気から病は気から病は気からHP
③③③③2000(22)

母入院中･骨折母入院中･骨折母入院中･骨折母入院中･骨折

④④④④2001(23)
母永眠、埼玉保険医協会、母永眠、埼玉保険医協会、母永眠、埼玉保険医協会、母永眠、埼玉保険医協会、副院長副院長副院長副院長

⑤⑤⑤⑤2002(24)

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞

⑥⑥⑥⑥2003(25)
テレビ朝日「爆笑問題」テレビ朝日「爆笑問題」テレビ朝日「爆笑問題」テレビ朝日「爆笑問題」

⑦⑦⑦⑦2004(26)
朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞

⑧⑧⑧⑧2005(27)
たかたかたかたかじんのそこまでじんのそこまでじんのそこまでじんのそこまで

言って委員会言って委員会言って委員会言って委員会

★日本医師会総会★日本医師会総会★日本医師会総会★日本医師会総会

★「大坂医事懇話会」★「大坂医事懇話会」★「大坂医事懇話会」★「大坂医事懇話会」

⑨⑨⑨⑨2006（（（（28））））

高岡先生高岡先生高岡先生高岡先生

民医連講演民医連講演民医連講演民医連講演

知事・国会議員知事・国会議員知事・国会議員知事・国会議員

「「「「NHK日本のこれから」日本のこれから」日本のこれから」日本のこれから」

⑩⑩⑩⑩2007（（（（29））））

小松先生と競演小松先生と競演小松先生と競演小松先生と競演

厚労省副大臣面談厚労省副大臣面談厚労省副大臣面談厚労省副大臣面談

誰が日本の医療を殺すのか誰が日本の医療を殺すのか誰が日本の医療を殺すのか誰が日本の医療を殺すのか

⑪⑪⑪⑪2008(30)
医療介護崩壊阻止医療介護崩壊阻止医療介護崩壊阻止医療介護崩壊阻止

初めてデモ参加初めてデモ参加初めてデモ参加初めてデモ参加

医療崩壊は医療崩壊は医療崩壊は医療崩壊は

⑫⑫⑫⑫2009(31)

医師増員署名活動医師増員署名活動医師増員署名活動医師増員署名活動

医療崩壊のウソとホント医療崩壊のウソとホント医療崩壊のウソとホント医療崩壊のウソとホント

⑬⑬⑬⑬2010(32)

長妻厚労大臣長妻厚労大臣長妻厚労大臣長妻厚労大臣

医療秘書見学医療秘書見学医療秘書見学医療秘書見学

⑭⑭⑭⑭2011(33)

文科省ヒアリング文科省ヒアリング文科省ヒアリング文科省ヒアリング

副院長副院長副院長副院長→院長補佐院長補佐院長補佐院長補佐

11/20医師のデモ！！医師のデモ！！医師のデモ！！医師のデモ！！

一般外科医から社会問題へ目が！一般外科医から社会問題へ目が！一般外科医から社会問題へ目が！一般外科医から社会問題へ目が！

NHK日本のこれから日本のこれから日本のこれから日本のこれから

2006年年年年10月月月月24日日日日

高岡善人先生
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2016.5.272016.5.272016.5.272016.5.27 本田本田本田本田 宏宏宏宏 医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

2006年バレンタインの翌日

一通のファックスが！

1993年10月1日第

一刷

高岡善人高岡善人高岡善人高岡善人長崎長崎長崎長崎大学名誉大学名誉大学名誉大学名誉教授教授教授教授

1915年（大正年（大正年（大正年（大正4年）年）年）年）大分県生まれ大分県生まれ大分県生まれ大分県生まれ

1939年（昭和年（昭和年（昭和年（昭和14年年年年））））東京帝国大学医東京帝国大学医東京帝国大学医東京帝国大学医

学部卒学部卒学部卒学部卒、、、、同年東大附属病院坂口内同年東大附属病院坂口内同年東大附属病院坂口内同年東大附属病院坂口内

科入局科入局科入局科入局、、、、1948年同大助手、年同大助手、年同大助手、年同大助手、1949年糖年糖年糖年糖

尿病研究で医学博士尿病研究で医学博士尿病研究で医学博士尿病研究で医学博士、、、、1955年東大年東大年東大年東大

講師、講師、講師、講師、1957年（昭和年（昭和年（昭和年（昭和32年）東大助教年）東大助教年）東大助教年）東大助教

授兼東大学生保健診療所長授兼東大学生保健診療所長授兼東大学生保健診療所長授兼東大学生保健診療所長、、、、1959
年長崎大学内科教授（第年長崎大学内科教授（第年長崎大学内科教授（第年長崎大学内科教授（第1内科）内科）内科）内科）、、、、

1980年定年退職、年定年退職、年定年退職、年定年退職、1981年光輝病院年光輝病院年光輝病院年光輝病院

院長院長院長院長、城南総合病院顧問、社会保険、城南総合病院顧問、社会保険、城南総合病院顧問、社会保険、城南総合病院顧問、社会保険

中央総合病院顧問、総泉病院顧問中央総合病院顧問、総泉病院顧問中央総合病院顧問、総泉病院顧問中央総合病院顧問、総泉病院顧問

医療にたいする医療にたいする医療にたいする医療にたいする90歳の遺言＋現場からの提言歳の遺言＋現場からの提言歳の遺言＋現場からの提言歳の遺言＋現場からの提言

2014.5.72014.5.72014.5.72014.5.7 済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院 本田本田本田本田 宏宏宏宏 医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

「人口「人口「人口「人口10万対万対万対万対150人」人」人」人」の医師の目標は達成した達成した達成した達成した

昭和昭和昭和昭和58年年年年

医療費抑制医療費抑制医療費抑制医療費抑制を目指す当時の厚生省当時の厚生省当時の厚生省当時の厚生省は医療費亡国論

を発表、医師過剰時代医師過剰時代医師過剰時代医師過剰時代の到来を喧伝喧伝喧伝喧伝し始めた。

“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。これに当時医療界は誰一人反対した形跡がない。これに当時医療界は誰一人反対した形跡がない。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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現場から情報発信！

2017.9.82017.9.82017.9.82017.9.8 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会

09年年年年2月月月月28日日日日4:30朝生放送後朝生放送後朝生放送後朝生放送後

NHK日本の日本の日本の日本のこれからこれからこれからこれから

2006年年年年10月月月月24日日日日

08.1.1408.1.1408.1.1408.1.14 NHKNHKNHKNHKおはようおはようおはようおはよう日本日本日本日本

たかたかたかたかじんのそこまで言って委員会じんのそこまで言って委員会じんのそこまで言って委員会じんのそこまで言って委員会

初回：初回：初回：初回：08.9.5収録収録収録収録

2002年7月3日

13年年年年4月月月月ニッポンニッポンニッポンニッポン放送放送放送放送

「菅原文太「菅原文太「菅原文太「菅原文太 日本人の底力」日本人の底力」日本人の底力」日本人の底力」

医師不足→医師増員＆医療再生の活動

2017.9.82017.9.82017.9.82017.9.8 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会

07年9月

11年年年年1月文部科学省「月文部科学省「月文部科学省「月文部科学省「今後の医学部入学定員今後の医学部入学定員今後の医学部入学定員今後の医学部入学定員

の在り方等にの在り方等にの在り方等にの在り方等に関する検討会第２回」関する検討会第２回」関する検討会第２回」関する検討会第２回」

09年年年年9月月月月

14.5.7衆議院厚生労働委員会衆議院厚生労働委員会衆議院厚生労働委員会衆議院厚生労働委員会

18年年年年1月月月月17日日日日TBSラジオラジオラジオラジオ

「荻上「荻上「荻上「荻上チキ・チキ・チキ・チキ・Session-22」」」」

15年年年年2月月月月
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2011.10.302011.10.302011.10.302011.10.30 済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院 本田本田本田本田 宏宏宏宏 医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

恩師、故高岡善人、長崎大学名誉教授の遺言恩師、故高岡善人、長崎大学名誉教授の遺言恩師、故高岡善人、長崎大学名誉教授の遺言恩師、故高岡善人、長崎大学名誉教授の遺言

2008年「痩せ細る年「痩せ細る年「痩せ細る年「痩せ細る 我が身捨てても我が身捨てても我が身捨てても我が身捨てても 民思う」民思う」民思う」民思う」

2008年4月19日（土）

東京都老人医療センター

2008年7月12日午前5時58分

高岡善人先生ご逝去

高岡先生が最後にくださった資料

それは渋沢栄一氏についてだった。

渋沢栄一像渋沢栄一像渋沢栄一像渋沢栄一像

東京都老人医療センター内

天保11年2月13日～昭和6年11月11日 （1840～1931）

日本の医療はこのままでは日本の医療はこのままでは日本の医療はこのままでは日本の医療はこのままでは

崩壊する！崩壊する！崩壊する！崩壊する！

国立大学医学部教授、病院長を経た

医学者が自ら医療の深刻な実状を

告白。医療システムの不備や厚生行政

の怠慢を突き、21世紀の医療改革へ

提言する。

1993年10月1日

第一刷

渋沢栄一史料館

2011.10.302011.10.302011.10.302011.10.30 済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院 本田本田本田本田 宏宏宏宏 医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

恩師、故高岡善人、長崎大学名誉教授の遺言恩師、故高岡善人、長崎大学名誉教授の遺言恩師、故高岡善人、長崎大学名誉教授の遺言恩師、故高岡善人、長崎大学名誉教授の遺言

「論語と算盤」渋澤栄一の訴え「論語と算盤」渋澤栄一の訴え「論語と算盤」渋澤栄一の訴え「論語と算盤」渋澤栄一の訴え

2008年4月19日（土）

東京都老人医療センター

2008年7月12日午前5時58分

高岡善人先生ご逝去

渋沢栄一史料館

官尊民卑の官僚政治官尊民卑の官僚政治官尊民卑の官僚政治官尊民卑の官僚政治

経済界は社会貢献の意識が乏しい経済界は社会貢献の意識が乏しい経済界は社会貢献の意識が乏しい経済界は社会貢献の意識が乏しい

08年7月7日発売

官尊民卑官尊民卑官尊民卑官尊民卑→官僚主導官僚主導官僚主導官僚主導････天下り天下り天下り天下り→医療福祉後回し医療福祉後回し医療福祉後回し医療福祉後回し

経済界経済界経済界経済界→派遣切り・医療福祉後回し派遣切り・医療福祉後回し派遣切り・医療福祉後回し派遣切り・医療福祉後回し
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日本は民主主義国家？？日本は民主主義国家？？日本は民主主義国家？？日本は民主主義国家？？

温故知新！温故知新！温故知新！温故知新！

2016.1.242016.1.242016.1.242016.1.24 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会

明治維新150年！？

2018.2.262018.2.262018.2.262018.2.26 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会

坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬

中岡慎太郎中岡慎太郎中岡慎太郎中岡慎太郎

高杉晋作高杉晋作高杉晋作高杉晋作

吉田松陰吉田松陰吉田松陰吉田松陰

土方歳三土方歳三土方歳三土方歳三

勝海舟勝海舟勝海舟勝海舟
西郷隆盛西郷隆盛西郷隆盛西郷隆盛

薩摩薩摩薩摩薩摩

五代友厚五代友厚五代友厚五代友厚

1865年渡英年渡英年渡英年渡英
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アヘン輸出で巨利を貪っていた大英帝国

大英帝国大英帝国大英帝国大英帝国

アヘンアヘンアヘンアヘン戦争戦争戦争戦争1840年年年年- 1842年年年年

ウィリアム・ウィリアム・ウィリアム・ウィリアム・ジャーディンジャーディンジャーディンジャーディン ジェジェジェジェームスームスームスームス・マセソン・マセソン・マセソン・マセソン

アヘン輸出アヘン輸出アヘン輸出アヘン輸出

ジャーディン・マセソン商会ジャーディン・マセソン商会ジャーディン・マセソン商会ジャーディン・マセソン商会

Jardine Matheson Holdings Limited
設立設立設立設立1832年年年年7月月月月1日日日日 ））））

2017.2.122017.2.122017.2.122017.2.12 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療法人医療法人医療法人医療制度研究会制度研究会制度研究会制度研究会

英国英国英国英国議会へロビー活動議会へロビー活動議会へロビー活動議会へロビー活動

賛成賛成賛成賛成271票反対票反対票反対票反対262票の僅差で票の僅差で票の僅差で票の僅差で承認承認承認承認

英英英英東洋艦隊編成派遣東洋艦隊編成派遣東洋艦隊編成派遣東洋艦隊編成派遣

道光帝：道光帝：道光帝：道光帝：1838年年年年

アヘン密輸取り締まりアヘン密輸取り締まりアヘン密輸取り締まりアヘン密輸取り締まり

アヘンマネーが支えた明治維新！

グラバー商会グラバー商会グラバー商会グラバー商会1861～～～～1870

ウィリアム・ウィリアム・ウィリアム・ウィリアム・ジャーディンジャーディンジャーディンジャーディン ジェジェジェジェームスームスームスームス・マセソン・マセソン・マセソン・マセソン

長州長州長州長州

長州ファイブ：長州ファイブ：長州ファイブ：長州ファイブ：1863年渡英年渡英年渡英年渡英

井上聞多（馨井上聞多（馨井上聞多（馨井上聞多（馨））））

遠藤謹助遠藤謹助遠藤謹助遠藤謹助

山尾庸三山尾庸三山尾庸三山尾庸三

伊藤伊藤伊藤伊藤俊輔（博文俊輔（博文俊輔（博文俊輔（博文））））

野村野村野村野村弥吉（井上勝）弥吉（井上勝）弥吉（井上勝）弥吉（井上勝）

土佐土佐土佐土佐

海援隊海援隊海援隊海援隊

坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬

ジャーディン・マセソン商会ジャーディン・マセソン商会ジャーディン・マセソン商会ジャーディン・マセソン商会

清国へアヘン清国へアヘン清国へアヘン清国へアヘン貿易貿易貿易貿易

英国留学援助英国留学援助英国留学援助英国留学援助 武器販売武器販売武器販売武器販売

1866年薩長同盟年薩長同盟年薩長同盟年薩長同盟

長崎代理店長崎代理店長崎代理店長崎代理店

トーマス・ブレーク・トーマス・ブレーク・トーマス・ブレーク・トーマス・ブレーク・グラバーグラバーグラバーグラバー

グラバー邸グラバー邸グラバー邸グラバー邸

2016.2.122016.2.122016.2.122016.2.12 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療法人医療法人医療法人医療制度研究会制度研究会制度研究会制度研究会

初代総理大臣初代総理大臣初代総理大臣初代総理大臣

伊藤伊藤伊藤伊藤博文博文博文博文

薩摩薩摩薩摩薩摩

五代友厚五代友厚五代友厚五代友厚

1865年渡英年渡英年渡英年渡英

渡英渡英渡英渡英援助援助援助援助



8

消された「四民平等≒民主主義」主義者たち！！

2017.2.122017.2.122017.2.122017.2.12 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会

✕✕✕✕ ✕✕✕✕

坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬

慶応慶応慶応慶応3年年年年1867 11月没月没月没月没

西郷西郷西郷西郷隆盛隆盛隆盛隆盛

明治明治明治明治10年年年年 9月没月没月没月没

大政奉還の一か月後大政奉還の一か月後大政奉還の一か月後大政奉還の一か月後

土佐藩邸目前の近江屋が舞台土佐藩邸目前の近江屋が舞台土佐藩邸目前の近江屋が舞台土佐藩邸目前の近江屋が舞台

しかし犯人は不明、何故？しかし犯人は不明、何故？しかし犯人は不明、何故？しかし犯人は不明、何故？

岩崎弥太郎岩崎弥太郎岩崎弥太郎岩崎弥太郎

「国あっての三菱」「国あっての三菱」「国あっての三菱」「国あっての三菱」

明治明治明治明治18年年年年 2月月月月 7日日日日

江藤新平江藤新平江藤新平江藤新平

明治明治明治明治7年年年年 4月没月没月没月没

✕✕✕✕

大政奉還大政奉還大政奉還大政奉還

慶応慶応慶応慶応3年年年年1867 10月月月月14日日日日

木戸孝允木戸孝允木戸孝允木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、、山口尚芳、岩倉具視、、山口尚芳、岩倉具視、、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文伊藤博文伊藤博文伊藤博文

大久保利通、大久保利通、大久保利通、大久保利通、随員随員随員随員18、、、、留学生留学生留学生留学生43
明治明治明治明治4年年年年11月から月から月から月から1年年年年10かかかか月間も月間も月間も月間も

岩倉岩倉岩倉岩倉使節団計使節団計使節団計使節団計107名名名名

使節使節使節使節46名薩長中心名薩長中心名薩長中心名薩長中心

立憲主義を説いた立憲主義を説いた立憲主義を説いた立憲主義を説いた

赤松赤松赤松赤松小三郎小三郎小三郎小三郎

慶応慶応慶応慶応3年年年年1867 9月没月没月没月没

✕✕✕✕

明治の歴代総理大臣明治の歴代総理大臣明治の歴代総理大臣明治の歴代総理大臣

薩長藩閥政治薩長藩閥政治薩長藩閥政治薩長藩閥政治→長州政治長州政治長州政治長州政治

2017.10.102017.10.102017.10.102017.10.10 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会

1111 伊藤伊藤伊藤伊藤博文博文博文博文

明治明治明治明治18.12.22－－－－

明治明治明治明治21.4.30

2 2 2 2 黒田清隆黒田清隆黒田清隆黒田清隆;;;;

明治明治明治明治21.4.30－－－－

明治明治明治明治22.10.25

3 3 3 3 山縣山縣山縣山縣有有有有朋朋朋朋

明治明治明治明治22.12.24－－－－

明治明治明治明治24.5.6

4 4 4 4 松方松方松方松方正義正義正義正義

明治明治明治明治24.5.6－－－－

明治明治明治明治25.8.8

8888 大隈重信大隈重信大隈重信大隈重信

明治明治明治明治31.6.30－－－－

明治明治明治明治31.11.8

12 12 12 12 西園寺西園寺西園寺西園寺公公公公望望望望

明治明治明治明治39.1.7－－－－

明治明治明治明治41.7.14

11 11 11 11 桂太郎桂太郎桂太郎桂太郎

明治明治明治明治34.6.2－－－－

明治明治明治明治39.1.7

5555 伊藤博文伊藤博文伊藤博文伊藤博文

明治明治明治明治25.8.8－－－－

明治明治明治明治29.8.31

6666 松方正義松方正義松方正義松方正義

明治明治明治明治29.9.18－－－－

明治明治明治明治31.1.12

7777 伊藤博文伊藤博文伊藤博文伊藤博文

明治明治明治明治31.1.12－－－－

明治明治明治明治31.6.30

9999 山縣山縣山縣山縣有有有有朋朋朋朋

明治明治明治明治31.11.8－－－－

明治明治明治明治33.10.19

10101010 伊藤博文伊藤博文伊藤博文伊藤博文

明治明治明治明治33.10.19－－－－

明治明治明治明治34.5.10

13 13 13 13 桂太郎桂太郎桂太郎桂太郎

明治明治明治明治41.7.14－－－－

明治明治明治明治44.8.30

３長州３長州３長州３長州 ５長州５長州５長州５長州 ７長州７長州７長州７長州２薩摩２薩摩２薩摩２薩摩 ４薩摩４薩摩４薩摩４薩摩 ６薩摩６薩摩６薩摩６薩摩

８肥前８肥前８肥前８肥前 ９長州９長州９長州９長州 10長州長州長州長州 11長州長州長州長州 12公家公家公家公家 13長州長州長州長州

14 14 14 14 西園寺西園寺西園寺西園寺公公公公望望望望

明治明治明治明治44.8.30－－－－

大正元大正元大正元大正元.12.21

14公家公家公家公家

１長州１長州１長州１長州

明治明治明治明治42（（（（1909年年年年））））

10月月月月26日殁日殁日殁日殁

大正大正大正大正11年（年（年（年（1922年）年）年）年）

2月月月月1日殁日殁日殁日殁
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2017.6.32017.6.32017.6.32017.6.3 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPONPONPONPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会

東京新聞東京新聞東京新聞東京新聞2016201620162016年年年年12121212月月月月31313131日日日日

井上井上井上井上 馨馨馨馨（（（（1836183618361836年年年年1111月月月月----1915191519151915

年年年年9999月月月月）長州）長州）長州）長州藩主、藩主、藩主、藩主、尾去沢尾去沢尾去沢尾去沢

銅山汚職銅山汚職銅山汚職銅山汚職事件事件事件事件、今清盛、、今清盛、、今清盛、、今清盛、

三井の番頭さん三井の番頭さん三井の番頭さん三井の番頭さん

山縣山縣山縣山縣 有朋有朋有朋有朋（（（（1838183818381838年年年年6666月月月月----

1922192219221922年年年年2222月）長州藩士、日月）長州藩士、日月）長州藩士、日月）長州藩士、日

本軍閥の祖、本軍閥の祖、本軍閥の祖、本軍閥の祖、山城屋和助山城屋和助山城屋和助山城屋和助

事件事件事件事件 、小清盛、小清盛、小清盛、小清盛

江藤江藤江藤江藤 新平新平新平新平（（（（1834183418341834年年年年3333月月月月----

1874187418741874年年年年4444月）佐賀藩士、月）佐賀藩士、月）佐賀藩士、月）佐賀藩士、

四民平等四民平等四民平等四民平等、、、、日本司法の日本司法の日本司法の日本司法の

父父父父、、、、佐賀の乱で佐賀の乱で佐賀の乱で佐賀の乱で梟首梟首梟首梟首

副島副島副島副島 種臣種臣種臣種臣（（（（1828182818281828年年年年10101010月月月月

----1905190519051905年年年年1111月）佐賀月）佐賀月）佐賀月）佐賀藩士、藩士、藩士、藩士、

政治家、政治家、政治家、政治家、書家書家書家書家

副島副島副島副島が言うあの連中とが言うあの連中とが言うあの連中とが言うあの連中とは長州人は長州人は長州人は長州人を指している。そのを指している。そのを指している。そのを指している。その長州人の言い分長州人の言い分長州人の言い分長州人の言い分はこうだった。はこうだった。はこうだった。はこうだった。

「われわれ「われわれ「われわれ「われわれ長州藩は関ヶ原の合戦（長州藩は関ヶ原の合戦（長州藩は関ヶ原の合戦（長州藩は関ヶ原の合戦（1600160016001600）に敗れて領地を三分の一にカットされ）に敗れて領地を三分の一にカットされ）に敗れて領地を三分の一にカットされ）に敗れて領地を三分の一にカットされ、それから、それから、それから、それから270270270270年間年間年間年間敵敵敵敵

であるであるであるである徳川に恨みの一太刀徳川に恨みの一太刀徳川に恨みの一太刀徳川に恨みの一太刀を報いんため、を報いんため、を報いんため、を報いんため、臥薪臥薪臥薪臥薪し嘗胆し嘗胆し嘗胆し嘗胆する苦しみに堪えて来た。鳥羽・伏見の戦に続くする苦しみに堪えて来た。鳥羽・伏見の戦に続くする苦しみに堪えて来た。鳥羽・伏見の戦に続く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、われわれは戊辰の戦で、われわれは戊辰の戦で、われわれは戊辰の戦で、われわれは藩の資金を投入藩の資金を投入藩の資金を投入藩の資金を投入し藩士し藩士し藩士し藩士の血を流したの血を流したの血を流したの血を流した。その結果が今の新政府だ。。その結果が今の新政府だ。。その結果が今の新政府だ。。その結果が今の新政府だ。利権は利権は利権は利権は270270270270

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ではないかではないかではないか」」」」

新平新平新平新平はこうはこうはこうはこう言った「奴ら言った「奴ら言った「奴ら言った「奴ら薩長人薩長人薩長人薩長人は国家は国家は国家は国家と言うこの苗木を丹精して育てるよりは、そのと言うこの苗木を丹精して育てるよりは、そのと言うこの苗木を丹精して育てるよりは、その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樹液を吸い取るこ樹液を吸い取るこ樹液を吸い取るこ

とだけを考えているとだけを考えているとだけを考えているとだけを考えている。これで。これで。これで。これではははは苗木苗木苗木苗木はやがて栄養不良で枯死するはやがて栄養不良で枯死するはやがて栄養不良で枯死するはやがて栄養不良で枯死することは避けられんことは避けられんことは避けられんことは避けられん」」」」

司法省の予算問題：大蔵大輔の井上は司法省の予算問題：大蔵大輔の井上は司法省の予算問題：大蔵大輔の井上は司法省の予算問題：大蔵大輔の井上は半額の半額の半額の半額の45454545万円に削減万円に削減万円に削減万円に削減した。した。した。した。陸軍省の要求額は全額ノーカット陸軍省の要求額は全額ノーカット陸軍省の要求額は全額ノーカット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大蔵省の省予算大蔵省の省予算大蔵省の省予算

はそれこそ気の遠くなるような巨額はそれこそ気の遠くなるような巨額はそれこそ気の遠くなるような巨額はそれこそ気の遠くなるような巨額であった。「であった。「であった。「であった。「これでは、まるで長州政府じゃないかこれでは、まるで長州政府じゃないかこれでは、まるで長州政府じゃないかこれでは、まるで長州政府じゃないか」」」」

「まるで長州政府」？「まるで長州政府」？「まるで長州政府」？「まるで長州政府」？ クレプトクラシークレプトクラシークレプトクラシークレプトクラシー（収奪・盗賊政治）（収奪・盗賊政治）（収奪・盗賊政治）（収奪・盗賊政治）日本のルーツ？日本のルーツ？日本のルーツ？日本のルーツ？

日下藤吾日下藤吾日下藤吾日下藤吾 叢文社叢文社叢文社叢文社 平成平成平成平成2222年年年年11111111月月月月1111日日日日

2017.11.22017.11.22017.11.22017.11.2 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会

明治維新以降の日本は民主明治維新以降の日本は民主明治維新以降の日本は民主明治維新以降の日本は民主主義主義主義主義？？？？ 植民地？？植民地？？植民地？？植民地？？

敗戦後敗戦後敗戦後敗戦後

マッカーサーからタナボタマッカーサーからタナボタマッカーサーからタナボタマッカーサーからタナボタ & 押付け民主主義！押付け民主主義！押付け民主主義！押付け民主主義！

「「「「学閥学閥学閥学閥 & 財界」財界」財界」財界」 ＆＆＆＆ 中央中央中央中央集権集権集権集権

日米安保条約（日米安保条約（日米安保条約（日米安保条約（1951～～～～1960新～現在に至る）新～現在に至る）新～現在に至る）新～現在に至る）

米国隷従米国隷従米国隷従米国隷従 ＆＆＆＆ クレプトクラシークレプトクラシークレプトクラシークレプトクラシー（収奪・盗賊政治）！（収奪・盗賊政治）！（収奪・盗賊政治）！（収奪・盗賊政治）！！！！！

錦の御旗錦の御旗錦の御旗錦の御旗

大大大大

英英英英

帝帝帝帝

国国国国

米米米米

国国国国
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2018.3.12018.3.12018.3.12018.3.1 本田本田本田本田 宏宏宏宏 NPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会

2011.10.302011.10.302011.10.302011.10.30 済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院 本田本田本田本田 宏宏宏宏 医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

医療関係者も患者家族、そして患者です

2000年年年年9月月月月17日、長らくリウマチを患っ日、長らくリウマチを患っ日、長らくリウマチを患っ日、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ていた母は田舎の病院に肺炎で緊急入ていた母は田舎の病院に肺炎で緊急入ていた母は田舎の病院に肺炎で緊急入

院。翌日院。翌日院。翌日院。翌日夜間トイレに立とうとしたときに転夜間トイレに立とうとしたときに転夜間トイレに立とうとしたときに転夜間トイレに立とうとしたときに転

倒倒倒倒しししし大腿骨頭骨折大腿骨頭骨折大腿骨頭骨折大腿骨頭骨折。その後。その後。その後。その後寝たきり寝たきり寝たきり寝たきりの状の状の状の状

態で態で態で態で退院を退院を退院を退院を勧められ・・・。勧められ・・・。勧められ・・・。勧められ・・・。

「なぜトイレに立つ時に看護師さんに声「なぜトイレに立つ時に看護師さんに声「なぜトイレに立つ時に看護師さんに声「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、「をかけなかった」という父の問いに、「をかけなかった」という父の問いに、「をかけなかった」という父の問いに、「看護看護看護看護

師さんはとても忙しそう師さんはとても忙しそう師さんはとても忙しそう師さんはとても忙しそうで声をかけられなで声をかけられなで声をかけられなで声をかけられな

かった・・・」と答えた母。かった・・・」と答えた母。かった・・・」と答えた母。かった・・・」と答えた母。

翌翌翌翌2001年年年年7月月月月7日母日母日母日母はははは２つ目の転院先２つ目の転院先２つ目の転院先２つ目の転院先でででで

72年間年間年間年間のののの生涯生涯生涯生涯をををを閉じ閉じ閉じ閉じました。ました。ました。ました。

Patient First! 
医療医療医療医療再生再生再生再生ののののキーワードキーワードキーワードキーワード
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2011.10.302011.10.302011.10.302011.10.30 済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院済生会栗橋病院 本田本田本田本田 宏宏宏宏 医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会医療制度研究会

「医療費亡国論」「医療費亡国論」「医療費亡国論」「医療費亡国論」

財政赤字強調財政赤字強調財政赤字強調財政赤字強調

お上トリお上トリお上トリお上トリ

民衆カエル民衆カエル民衆カエル民衆カエル

自分だけ幸せ自分だけ幸せ自分だけ幸せ自分だけ幸せ

自分自分自分自分のののの家族家族家族家族だけ幸せだけ幸せだけ幸せだけ幸せ

自分自分自分自分の会社や地域だけの会社や地域だけの会社や地域だけの会社や地域だけ

自分自分自分自分のののの国国国国だけ幸せだけ幸せだけ幸せだけ幸せ

それは可能？それは可能？それは可能？それは可能？

絶対諦めない！絶対諦めない！絶対諦めない！絶対諦めない！

2018.1.31 NPO法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会法人医療制度研究会 本田本田本田本田 宏宏宏宏

2016201620162016年年年年8888月月月月

2015年年年年2月月月月
夢を信じて！夢を信じて！夢を信じて！夢を信じて！

2017年年年年8月月月月25日日日日

2018年年年年2月月月月20日日日日


