
大阪大学大学院医学系研究科

医療経済・経営学（アストラゼネカ）寄附講座

○講座概要

当講座は、株式会社アストラゼネカ社の寄附を受け、平成19
年04月01日に開設いたしました。
超高齢化社会の中で、現代の医療は多くの問題点を抱えてい

ます。高齢者医療、周産期医療や最先端医療が抱える問題、医
療保険財政や病院経営の赤字問題、医師不足、医師の偏在や診
療報酬制度、薬価制度の歪みの問題など、医学的見地、あるい
は医療現場だけでは到底解決が出来ない課題も多くあります。
こういった諸課題を解決し、持続可能で安心安全な最先端の

医療サービスの実現に寄与するため、医学、経済学、経営学、
行政学に加え、工学、薬学、歯学等の様々な学問分野を網羅し
て、学際的に医療の研究を進めています。
研究活動に留まらず、広く問題を共有し解決への知恵を結集

すべく、公開講義や公開討論会も行っています。多くの方々に
関心を持っていただければ幸いです。
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○講座スタッフ

松浦成昭
大阪大学大学院医学系研究科教授
専門：病理学・消化器外科学

跡田直澄
大阪大学大学院医学系研究科特任教授
専門：公共経済学

星芝由美子 特任准教授
濱田吉之輔 特任助教
真鍋 雅史 特任研究員

篠原 祥哲 招聘教授
本間 正明 招聘教授

○講座連絡先

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘１－７
ＴＥＬ：06-6879-5111（医学系研究科保健学専攻代表）／ＦＡＸ：06-6879-2610（直通）
http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/~i-keizai/ mailto:naito@sahs.med.osaka-u.ac.jp（事務担当：内藤）
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大阪大学大学院医学系研究科

医療経済・経営学（アストラゼネカ）寄附講座

○平成19年度実績（公開討論会）

・平成19年7月21日（土）に「どうするこれからの医療－目指すべき２０２５年の医療－」と題した公開討論会を開催

＜挨拶＞
遠山 正彌 （大阪大学大学院医学系研究科研究科長）

＜基調講演＞「今後の医療政策について」
薄井 康記氏（厚生労働省政策統括官）

＜パネルディスカッション＞「どうするこれからの医療」
登壇者：大熊由紀子氏（国際医療福祉大学大学院教授）
登壇者：薄井 康紀氏（厚生労働省政策統括官）
登壇者：酒井 英雄氏（大阪府医師会副会長）
登壇者：加藤 益弘氏（株式会社アストラゼネカ代表取締役社長）
司会者：遠山 正彌 （大阪大学大学院医学系研究科研究科長）

○平成19年度実績（公開講義）

・平成19年10月11日～平成20年2月21日（月２回木曜日、不定期）に公開講義を開講（全10回）

日 テーマ 担当講師

厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室室長補佐　山田章平氏

神戸大学大学院経済学研究科教授　小塩隆士氏

厚生労働省保険局総務課医療保険制度調整官　西川隆久氏

A.T.カーニー株式会社マネージャー　田倉智之氏

大阪府医師会理事　茂松茂人氏

多根総合病院院長（大阪府病院協会会長）　小川嘉誉氏

学習院大学経済学部教授　遠藤久夫氏

慶應義塾大学商学部教授　跡田直澄氏

大阪大学大学院工学研究科教授　明石満氏

大阪大学医学部付属病院未来医療センター長　澤芳樹氏

生命科学の振興について 大阪大学大学院医学系研究科教授・アンジェスＭＧ株式会社取締役　森下竜一氏

医療経営・病院経営 河北総合病院理事長　河北博文氏

今後の歯学の発展 前日本歯科医師会専務理事　蒲生洵氏

医療の技術革新について シスメックス株式会社常務取締役　岩崎為雄氏

大阪大学大学院医学系研究科教授・中之島センター長　武田裕氏

京都府立医大博士研究員　大阪中央病院消化器科部長　石川秀樹氏

済生会栗橋病院副院長・ＮＰＯ法人医療制度研究会代表理事　本田宏氏

京都大学大学院経済学研究科教授　西村周三氏

近畿大学世界経済研究所教授　本間正明

1月10日

12月6日

11月22日

2月7日

2月21日

1月24日

日本の医療の将来像と診療報酬
制度の方向性

医療の最先端技術

予防医学と健康科学

12月20日 特別講演

医療経営の視点から見た医療制
度の問題点

診療報酬制度と薬価基準

今後の社会保障改革の行方

今後の医療制度改革と医療技術
の価値評価

11月8日

10月25日

10月11日



大阪大学大学院医学系研究科

医療経済・経営学（アストラゼネカ）寄附講座

○平成20年度実績（政策提言）

・平成20年10月24日（金）に「たばこ税の増税」を厚生労働省において記者発表

＜執筆者＞
・郡司 篤晃 聖学院大学大学院人間福祉学研究科教授
・松浦 成昭 大阪大学大学院医学系研究科教授
・跡田 直澄 大阪大学大学院医学系研究科招聘教授
・星芝由美子 大阪大学大学院医学系研究科特任准教授
・石井加代子 医療経済研究機構研究員
・吉田 有里 甲南女子大学人間科学部准教授

＜提言の要旨＞
計量経済学的な分析の結果、たばこ価格1%の引上げは男性の禁煙

率を0.49%高めることが分かった。2年ごとに1箱あたりたばこ税を
50円引上げ、7年後に平均的なたばこ価格を1箱500円に値上げする
と、男性の喫煙率は現在の40.2%から7年後に16.4%にまで下がる。
これに伴い将来の医療費の削減が期待できるとともに、7年後のた
ばこ税は1581億円の増収になる。

○平成20年度実績（成果出版）

・『医療の裏側でいま何がおきているのか』を平成21年4月30日に出版

＜本書の概要＞
編著者：大阪大学医学部医療経済経営チーム編
出版社：ヴィレッジブックス社
版 型：新書版（192ページ）

＜本書の内容＞
平成19年度公開講義の内容を再編集

＜本書の構成＞
第一章 ゼロからわかる社会保障
第二章 医療制度はこうかわった
第三章 医療をめぐる意見の対立
第四章 診療所からの現場報告
第五章 急性期からの現場報告
第六章 個人のニーズに合わせたデザインセンターを作る
第七章 これが日本の医療の現実だ！
第八章 これからどうなる？日本の医療
第九章 医療問題に解決策はあるのか？



大阪大学大学院医学系研究科

医療経済・経営学（アストラゼネカ）寄附講座

○平成20年度実績（公開討論会）

・平成20年7月26日（土）に「どうする高齢者医療－健やかな老後を過ごすために－」と題した公開討論会を開催

＜基調講演＞「後期高齢者医療制度について」
大田 房江氏（前大阪府知事）

＜現状報告＞「高齢者医療の問題点」
大阪大学大学院医学系研究科
医療経済・経営学（アストラゼネカ）寄附講座

＜パネルディスカッション＞「どうする高齢者医療」
登壇者：茂松 茂人氏（大阪府医師会前理事）
登壇者：西村 周三氏（京都大学大学院経済学研究科教授）
登壇者：南 砂 氏（読売新聞編集委員）
登壇者：加藤 益弘氏（株式会社アストラゼネカ代表取締役社長）

司会者：跡田 直澄 （大阪大学大学院医学系研究科特任教授）

○平成20年度実績（公開講義）

・平成20年10月9日～平成21年2月26日（月２回木曜日、不定期）に公開講義を開講（全10回）

日 テーマ 担当講師

株式会社日本経営ヘルスケア事業部次長　辻亘亮氏

当講座招聘教授　本間正明

厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長　小野太一氏

当講座特任教授　跡田直澄

厚生労働省保険局医療課課長補佐　紀平哲也氏

大阪薬科大学講師　恩田光子氏

大阪大学医学部緩和医療学講座教授 恒藤暁氏

当講座特任准教授　星芝由美子

大阪大学医学部付属病院病院長　林紀夫氏

当講座教授　松浦成昭

多摩大学統合リスクマネジメント研究所教授　真野俊樹氏

当講座招聘教授　篠原祥哲

株式会社セルポートクリニック社長　桑名隆滋氏

当講座招聘教授　篠原祥哲

済生会栗橋病院副院長・NPO法人医療制度研究会代表理事　本田宏氏

北海道大学公共政策大学院特任准教授　佐藤雅代氏

協和会理事長　木曽賢造氏／当講座教授　松浦成昭

当講座特任教授　跡田直澄／当講座招聘教授　本間正明

2月12日 医療崩壊の実態と問題点

2月26日
医療改革の今後の展望／
単位授与式

1月15日 病院経営品質の実態と問題点

1月29日
株式会社による病院経営の実態
と問題点

10月9日

10月23日

医療制度改革の実態と問題点

診療報酬制度の実態と今後の課
題

11月6日 薬価制度の実態と今後の課題

11月20日 ＩＴ化の実態と問題点 香川大学医学部付属病院教授（医療情報部長）　　原量宏氏

12月11日 終末期医療の実態と問題点

12月18日
医師不足の実態と問題点／勤務
医の実態



大阪大学大学院医学系研究科

医療経済・経営学（アストラゼネカ）寄附講座

○平成21年度計画（政策提言）

・平成20年度公開討論会、公開講義の内容を再編集・出版に向け準備中

＜基調講演＞「関西発：いのちと文化」
鷲田 清一 （大阪大学総長）

＜特別講演＞「関西発：いのちと環境」
安藤 忠雄氏（建築家、東京大学名誉教授）

＜パネルディスカッション＞「どうする地域医療」
登壇者：小川 道雄氏（市立貝塚病院総長）

登壇者：加藤 益弘氏（株式会社アストラゼネカ代表取締役社長）
登壇者：辻本 好子氏（NPO法人COML理事長）
登壇者：南 裕子氏（近大姫路大学学長）
司会者：跡田 直澄 （大阪大学大学院医学系研究科特任教授）

○平成21年度計画（公開講義）：予定

・平成21年10月15日～平成21年2月25日（月２回木曜日、不定期）に公開講義を開講予定（全10回）

○平成21年度実績（公開討論会）

・自治体病院の経営に関する調査研究を遂行中

○平成21年度計画（成果出版）

・平成21年8月1日（土）に「どうする地域医療」と題した公開討論会を開催いたしました。

日 テーマ（予定）

10月15日 医療経済①総論

10月22日 医療行政①社会保障行政

11月05日 医療行政②医療行政

11月19日 医療行政③薬事行政

12月03日 医療経済②社会保障論

日 テーマ（予定）

12月17日 医療経済③医療経済論

1月21日 医療経営①医療経営

1月28日 医療経営②民間病院経営

2月18日 医療経営③公的病院経営

2月25日 締め括り総括


