
「子ども家庭庁を新たに創設したいという夢があります」──。2016 年、約 21 万票を獲得して初当
選してから４年半。女性医師として、小児科として、そして政治家の娘としての経験を生かし、成育基
本法の成立にご尽力されました。

2020 年には厚生労働大臣政務官として新型コロナウイルス感染症への対応に奔走され、国内の感染
拡大を防ぐ水際対策にも力を注ぎました。「ダイヤモンド・プリンセス号での教訓は地上に生かされて
いる」と自見はなこ先生は力を込めます。

今回の経験を踏まえ、日本の医療は今後どのように変わるのでしょうか。当会の池端幸彦副会長が参
議院議員会館を訪れ、今後の展望などについてお話を聞きました。

※対談時にはマスクを着用しております。

ＣＯＶＩＤ－１９から変わる日本の医療
参議院議員　自見はなこ

インタビュアー：池端病院　理事長、日本慢性期医療協会　副会長　池端幸彦

■�祖父のような優しい町医者に憧れて

○池端：お父様の自見庄三郎先生はよく存じ上げて
いましたが、ご令嬢はどのような方かなと思ってい
ました。

５年前でしょうか、初めてお目にかかった時、と
ても魅力的で新鮮に感じました。全く染まっていな
いと思いました。
○自見：今でも染まりきっていなくてすみません。

（笑）
○池端：それにしても、議員になられてからあっと
いう間に立派な政治家におなりになった。やはり血
を引いているなと思います。

ドクターから政治の道に入られたのは、お父様と

一緒ですね。まず、医師を目指したきっかけをお話
しいただけますか。
○自見：私が幼い頃、父は九州大学の勤務医でした
が、開業医をしていた母方の祖父の影響のほうが強
いかもしれません。

私は昭和 51 年２月、母の実家である長崎県佐世
保市で生まれました。母方の祖父は、第２次世界大
戦時に海軍で空母飛龍の軍医長をしていました。そ
の空母が真珠湾攻撃に参戦し、ミッドウェイ海戦で
沈没。終戦時には東南アジアの１つの諸島に流れ着
いていました。

祖父はその諸島で兵士に対し医療行為を施しまし
た。当時、マラリアが流行していたのです。

祖父は兵士だけでなく、島の住民にもキニーネを

自見はなこ（じみ　はなこ）
1976 年２月 15 日、長崎県佐世保市生まれ、福岡県北九州市育ち。98 年、筑波
大学第三学群国際関係学類卒業。2004 年、東海大学医学部医学科卒業。東京大
学病院小児科、虎の門病院小児科等での勤務を経て、15年、自民党参議院比例区（全
国区）支部長。16 年、参議院議員選挙比例区（全国区）当選。自民党女性局長代理、
厚生労働大臣政務官等を経て、現在、参議院厚生労働委員会理事、自民党青年局
長代理、日本医師会参与、日本医師連盟参与、日本小児科医連盟参与、東海大学
医学部医学科客員准教授などを務める。
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処方しました。戦犯とされて生きて帰ることはでき
なかったかもしれません。しかし、島の住民たちが

「私たちを助けてくれた命の恩人です」と嘆願して
くれました。そのおかげで祖父は生きて佐世保の地
に戻り、開業しました。

私の祖父は、とても優しい人柄で、戦争の悲惨さ
を母に語ることはありませんでした。母にはいつも

「お国のために働きなさい」｢公のために頑張って働
きなさい」と言って、私の母を育てました。そして
私も、母からこの言葉を聞いて育ちました。

高校生の時、アメリカのボストンに留学しました。
私はその時の経験から、「将来は国際機関で働きた
い」という思いを抱き、筑波大学国際関係学類に進
みました。私のキャリアとしては当然ながら医師と
いう選択肢はあったのですが、ちょっと反抗期だっ
たのでしょうか。

しかし、卒業間際になり、やはり私も祖父がそう
であったように、苦しんでいる人を助けてあげたい
との思いを強くしました。そこで、両親に大変な無
理を言い東海大学医学部の学士編入学で医学部に入
学しました。

祖父の影響はとても強いものがありました。人の
役に立つ職業としての医師に大変魅力を感じまし
た。私が幼い時の祖父の印象は「往診鞄を持ってい
る優しいおじいちゃん」です。そんな町医者が今で
も私の憧れです。

■�私の人生を変えた出来事

○池端：卒業後は、ご祖父様のように開業医を目指
して。
○自見：はい。内科・小児科を標榜する開業医にな
りたかったのです。内科研修の２年を経て、後期研
修で認定内科医を取得しましたが、その後、小児科
に進もうと思いまして東大医学部小児科に入局し、
同附属病院の小児科に勤務しました。

その後、2009 年から虎の門病院の小児科に勤務
していた頃、父は参議院議員になっており、２回目
の金融担当大臣になりましたが、国会議員としては
最後の６年だろうと思いました。母がとても苦労し
ていましたので、４年間ぐらいは親孝行をしようと
思い、父の政治のお手伝いをしました。

そのため、無理を言って虎の門病院は非常勤にし
ていただきました。父のお手伝いが終わったら私は
虎の門病院に戻るつもりでいました。

しかし、１本の電話が私の人生を変えました。当
直をしていた時のことです。アメリカのハワイにい
る女性から国際電話で医療相談がありました。通常
ならナースが対応してくれるので私には回ってこな
いのですが、会話が英語でしたのでナースから頼ま
れました。

お話を聞きましたところ、その女性の 10 歳くら
いのお子さまが東京で１週間のホームステイをして
いて腹痛になったそうです。そこで、泣きながらハ
ワイにいるお母さまに電話をしたということでし
た。お母さまは大変心配になり、ハワイから虎の門
病院に国際電話を掛けてきたのです。

そのお子さまが虎の門病院に入院しているわけで
はないので、一般的な医療相談です。症状を聞いた
ところ、どうやらウイルス性胃腸炎の典型的な症状
と思われましたので、来院するタイミングなどにつ
いて一通りのご説明をしただけでした。

ところが、お母さまは、お話のあとに電話の向こ
う側で大きな声をあげて号泣しました。何か言って
はいけないことをお伝えしてしまったのかと不安に
なり、「どうされましたか？」とお伺いしました。
その時の一言が私の人生を大きく変えました。

対談風景
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「私の国の医療保険
制度では、直接お医者
さまと話すことができ
ません。日本はなんて
いい国なんでしょう」
と安堵の涙でした。

もしも、今ここに喘
息発作のお子さんが２
人いて、１人には吸入
ができるけれど、もう
１人には吸入ができな
いとしたらどうでしょ
う。その理由が経済格

差であったとしたら。
患者さまの命の選択を私たち医療従事者が決めな

くてはいけない時代が来たら、果たして私は医師を
続けることができるのでしょうか。

そんな時代が来たら、私は良心の呵責で医者を続
けてはいけない。そして、そんな時代、社会にだけ
はなってほしくない。私の答えは明白でした。

■�掛け橋のような存在になりたい

○池端：世界に冠たる国民皆保険制度は、絶対に守
らなければいけない。そんな思いがあったのですね。
○自見：はい。父は郵政民営化と闘い、政治生命を
捧げました。郵政民営化は日本の郵便局制度を壊し
ました。

同じように、もし国民皆保険がなくなったら私は
医師を続けられない。小児科医として、子どもの命
に差を付けるなんて想像できません。

でも、国民皆保険制度の崩壊は起こり得ることで
す。政治の世界を見た私にとって、それは容易に想
像できました。「国民皆保険制度は政治でしか守れ
ない」と強く思ったのです。
○池端：そのような思いがあって、医師から政治家
の道に入ったのですね。確かに政治の動向次第では、
国民皆保険制度がずっと続くとは限らない。
○自見：国民皆保険は国民の財産です。次の世代に
きちんと引き渡さなければいけません。そのような
思いがあり、日本医師連盟の公募が目の前に飛び込

んで来た時、大変若輩者ではございますが、決意い
たしました。

全国の先生方が日々、地域医療にご尽力され、患
者さんの健康を守ってくださっています。また、診
療以外のご活動でも地域に深く根ざしておられます。
行政との交わりの中で、まちづくりも支えておられる。

私は、そういった先生方のご努力や現状を幅広く
国民の皆さまに伝えていきたい。そして、患者さん
や他の団体の方々のお声も医療界に届けられる掛け
橋のような存在になりたいと思っています。

■�水際対策として大成功だった

○池端：当選されてからはいかがですか。
○自見：研修医のようにしごかれています。（笑） 
自分がいかに未熟だったか思い知らされるような、
さまざまな人間修行をさせていただきました。
○池端：そういう努力があってキャリアを積まれ、
そして厚生労働大臣政務官。失礼ながらかなりの大
抜擢ですよね。
○自見：政務官は参議院６年間の折り返し地点に
なった時から資格はあるものの、まだまだ自分には
回ってこないと思っていました。責任の重さを痛感
いたしました。

地域医療構想や医師の働き方改革など、とても大
きな課題が山積しています。
○池端：そして、新型コロナウイルス。
○自見：100 年に一度あるかないか、大変な時期
ですが、これは天命だと思いました。
○池端：当時、自見先生が政務官で、日本にとって
は本当によかったと思います。ダイヤモンド・プリ
ンセス号に第一陣で乗り込んで対応された。
○自見：私は２月 10 日から３月１日までの３週間、
乗船しました。
○池端：実は、自見先生は労働がご担当でしたね。
○自見：これは加藤大臣の素晴らしいところなので
すが、厚生労働省内に新型コロナウイルス感染症対
策本部が１月下旬に立ち上がった時、加藤勝信大臣

（当時）に両副大臣と両政務官が呼ばれ、「担務に関
係なく事に当たってほしい」と明確に言われました。
○池端：それはすごいですね。

自見はなこ氏
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○自見：加藤先生の決断力、ご判断はすごい。私が
医療も担当していいとのご指示でした。そして、橋
本岳副大臣（当時）らと共に乗り込みました。副大
臣と政務官を現場に出して対応させるということ
は、政権としては批判により直接さらされることに
なります。相当なご決断だったと思います。
○池端：加藤先生の大英断でしたね。
○自見：加藤先生は本当にすごい方だと思いました。
躊躇しなかったのがすごい。
○池端：とても迅速な対応でした。
○自見：私たちの一番のミッションは、国内に感染
症を持ち込まないように水際対策を徹底することで
した。次は関連死を出さないことです。結果として
約 3700 人のうち約 700 名は感染して入院しまし
たが、その患者さんは当然ながら隔離され、また下
船した方々も 14 日間の健康観察を保健所によって
行われました。国立感染症研究所によるウイルスの
ゲノム分析調整の結果から、ダイヤモンド・プリン
セス号による国内でのクラスターはゼロでした。で
すから、ダイヤモンド・プリンセス号は水際対策と
しては大成功です。

また、ダイヤモンド・プリンセス号には当初から
感染症の専門家がチームで入っていました。毎日ラ
ウンドもしていました。2000 個のポシェット型の
アルコールもプレゼントしてくれて、クルーはそれ
を使って手指衛生を徹底していました。

これに先立ち厚労省は、武漢から戻ってきた邦人
帰国者のために３つの国立の施設を使って、自衛隊
にも入ってもらっています。その時に、私が感染症
の専門家をすでに呼んでいました。

そのため、ダイヤモンド・プリンセス号には日本
環境感染学会、日本感染症学会、長崎大学、国際医
療福祉大学などで 50 人ぐらいのチームに入っても
らいました。ですから、ダイヤモンド・プリンセス
号の中では、感染症対策がしっかりできていました。
一部の報道は全く正しくありませんでした。

■�正しい情報は伝わらない

○池端：当時、いろいろな報道が駆け巡りました。
○自見：正しいことを伝える難しさを痛感しました。

○池端：そうですね。正しい情報は十分に伝わらず、
根拠のない情報は SNS などで、どんどん拡散され
ていく。
○自見：名簿管理の難しさも教訓になりました。何
人に症状が出て誰の検査が終わったのかなど、名簿
がすごく大変でした。船内では感染がまん延してい
る地域の保健所長みたいなイメージです。

しかし、こうした経験は全て地上に活きています。
日本にもパンデミックが来ると直感しましたので、
３月 15 日に下船し、そのまま大臣室に行きました。
そこで状況を伝えた上で、全国知事会と厚労省の意
見交換会の企画や医療系団体の集まりなどを調整し
ました。その後、日本医師会の横倉義武会長（当時）
にお会いして、新型コロナウイルス感染症医療機関
等情報支援システム（G-MIS）などを提案しました。

G-MIS は神奈川県にベースがありました。G-MIS
は医療提供体制がどのような影響を受けているかの
見える化でもあり、救急外来の停止状況がマップ化
されています。何台の人工呼吸器を使っているかな
ど、必要な情報が入っています。

そのため、全国 47 都道府県の病院の状況をワン
クラウドで結んで、見える化することができます。

私は鳥取県の平井伸治知事（全国知事会社会保障
常任委員会委員長）と横倉先生に「国内の感染状況
の逼迫や医療提供体制の状況などを判断するために
ワンクラウドで結びましょう」とお願いしました。
お二方が了承してくださったのは大英断でした。

厚生労働行政はこれまで都道府県を介し、都道府
県から病院に FAX などを送っていました。これは
時間が非常にかかります。ワンクラウドにすれば早
い。しかし、国と医療機関が直接つながるのですか
ら、「地方自治の無視」との批判もあり得ます。知
事が首を縦に振らなければできません。

また、病院の状況をリアルタイムで厚労省に丸裸
にされるわけですから、医師会にとってみれば「こ
れは何だ」となります。医療評価を毎日されるよう
なものですから、クレームが来てもおかしくはない。
しかし、私が危機迫る感じで訴えましたところ、横
倉先生は「おやりなさい」と言ってくださいました。

３月 16 日にそういう話がまとまりましたので、
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24・25 日に、厚生労働省と知事会や医療界の集ま
りを開き、そこで正式に G-MIS の内諾を得て、春
から稼働しました。現在では、G-MIS はなくてはな
らない基幹サービスになっています。

歴史に残る成果だと思います。今後、さまざまな
対策に役立てることができるでしょう。正しい情報
をきちんと伝える上でも有用だと思っています。

■�現場と医療行政の乖離をなくす

○池端：自見先生のご尽力のおかげで、福井県のコ
ロナ対策も救われました。
○自見：クラスターが初めて発生した際の杉本知事
と福井県医師会長である池端先生の二人三脚でのご
対応は見事でした。お二人が県内の医療関係者に迅
速に危機感を伝え、動いて下さいました。こうした
ことが可能なのは、日頃のコミュニケーションが
あってこそだと思います。しかし近年は、現場感覚
と行政がどんどん乖離しているのではないかと危惧
しています。

コロナ前は “ 飲みニケーション ” が頻繁にありま
したので、「そうは言ってもね」みたいな本音の話
ができました。

今は特に若手がかわいそうだと思っています。一
生懸命になって会議を回したり資料を作成したりす
ることに時間を取られてしまい、現場の生の声を聞
きに行けません。出張もありません。
○池端：コロナの影響のせいでしょう。「病院を見
学させてください」という声も全くかかりません。
オンラインが多くなりました。
○自見：直接お会いして、顔の見える関係で話し合
うほうが伝わることが多いと思います。
○池端：オンライン診療もそうですね。菅義偉総理
の看板政策であるデジタル化の推進には私も賛成で
すが、オンライン診療の推進だけが突出して強調さ
れているように感じます。

私は、医療全体のデジタル化は是非進めるべきだ
と思います。G-MIS などのシステムはどんどん進め
ていただきたい。

一方で、オンライン診療がデジタル化の先鞭をつけ
る意味合いで語られることには、少々疑問を感じます。

○自見：私もそう思います。コロナ対応の特例的・
時限的な措置として一部解禁された時、正直なとこ
ろを申し上げますと、大変驚きました。

しかし、実際にオンライン診療を進めてみて改め
て分かったこともあります。オンライン診療の限界
が明らかになりました。患者さんを対面で直接見な
いと診断できないし処方もできない。ごく当たり前
のことがメジャーに語られるようになった。そうい
う意味では、結果的には良かったと思っています。

今後、電話相談やオンラインを積極的に活用して
いくのはいいと思います。小児科では特にそうです
が、不安を抱えるご家族のために、オンライン診療
ではなくオンライン相談であれば、とても有益だと
思います。

オンライン診療については、医療資源が乏しい過
疎地などで活用を進め、地域のかかりつけ医と病院
の医師を結ぶ「Ｄ to Ｄ with Ｐ」、あるいは「Ｄ to 
Ｐ with Ｄ」など、ドクターが関わる形でのオンラ
イン診療はいいと思います。
○池端：「Ｄ to Ｄ with Ｐ」はいいですよね。電話
よりもオンラインのほうが伝わります。そういう公
益モデルをぜひつくっていただけたら、現場として
は非常にありがたいと思います。

患者さんを実際に診
て聴いて触って診断す
るというところは守ら
なければいけないと思
いますが、ネガティブ
リストで実施するという
ことではなく、ポジティ
ブリストで積極的に進
めていく方向性が望ま
しいと考えています。

■�イメージで語らず、データを踏まえて

○池端：デジタル化で NDB データや介護データの
統合などを進める動きに対しては、病院団体も賛成
しています。

しかし、個々の医療機関が使用しているレセコンな
どの仕様があまりにも違います。このシステムをこの

池端幸彦氏
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まま続けていたら、いつまでも標準化ができません。
この際、一気に統一していただければと思いますが。
○自見：私もそう思います。デジタル化で最も重要な
課題は標準化です。田村大臣にもお考えがあると思
います。何らかの対応案を示していただけると期待し
ています。標準化は本当に進めてほしいところです。
○池端：武久会長が常々おっしゃっているのですが、
慢性期医療で行っている医療やケアに関するデータ
をきちんと出して、その上で議論してほしい。いま
だに議員の先生方の中にも「慢性期医療というのは
こんなもんだろう」という誤解が残っています。

イメージで語られてしまうことがあります。きちん
としたデータを踏まえて議論してほしいと思います。

ぜひ、こうした問題についても対応していただけ
ればありがたく思います。

■�全体を見えなくさせる言葉がある

○池端：データに基づく議論が必要です。例えば後
期高齢者の医療費２割自己負担問題でも、国は「世
代間の格差をなくそう」と言いますが、実際には若
者世代の負担がほんの少し減るだけです。わずか数
百円程度の減額と引き換えに、後期高齢者の窓口負
担を２倍にする。
○自見：１割負担の人が２割負担になれば、負担
は２倍になります。今まで 18,000 円であれば、
36,000 円に上がると考えるのが普通です。
○池端：おっしゃるとおり。私もそう思います。
○自見：年金生活のお年寄りは、手元に残るのが
10 万円ちょっとでしょう。それで例えば、外来通
院の抗がん剤の治療をするのはすごく難しいと思い
ます。相当に厳しいです。

激変緩和措置が終了する３年後に、もう一度しっ
かりと議論したほうがいいと思います。その際、今
の若者もいずれ歳を取るという視点を持ってほしい
と思います。「世代間」と言われますが、ゆりかご
から墓場まで、一人の人生の時間軸にフォーカスし
た制度設計をする必要があります。
○池端：ある瞬間で切って「格差がある」と言うの
は、かなりおかしな話ですよね。
○自見：おっしゃるとおりです。今、75 歳の人も

かつては若者でした。過去に保険料を支払っていま
す。若者も 75 歳になります。
○池端：ようやく制度の恩恵を受ける時になったら
バッサリ切られてしまう。そうしたら、国の制度へ
の信頼が揺らぎます。
○自見：「世代間格差の是正」とか「若者世代の」
といった言葉には、全体を見えなくさせる力があり
ます。議論する上で、かなり気をつけたほうがいい
と思います。

高齢者医療は非常に重要だと思います。高齢者は
若い世代に比べて疾病になりやすい。長く生きてい
る限りは仕方のないことです。

そもそも後期高齢者医療制度は、国民皆保険の原
理に合わない部分があるので切り離し、公費負担の
部分を大きくしようという考え方でつくられたはず
です。ところが、その理念がどこかで抜かれてしまっ
て、どんどん元に戻そうという動きになっているこ
とに私は違和感を持っています。当初の理念に立ち
返り、公費負担を増やして個人負担を増やさないと
いう方向性が望ましいと思います。

■�一般・療養の廃止は「大正解、賛成」

○池端：日本慢性期医療協会は、高齢者の医療や介
護に携わる病院が多く加盟している団体です。武久
会長は常々、「もはや、急性期医療がメインで慢性
期医療がその下請けという上下の位置付けではな
い。急性期医療と慢性期医療はいわば車の両輪だ」
とおっしゃっています。地域を支えているのはむし
ろ慢性期医療だという自負があります。
○自見：慢性期医療はとても大事です。武久先生に
は、日本の慢性期医療を引っ張っていただいている
と感謝しています。

日本ではコロナによる死亡率が低く抑えられてい
ます。先生方のご努力のおかげだと思っています。
○池端：急性期医療は結局のところ、ごく一部を受
けもっているだけで全体が見えていないように感じ
ます。急性期医療だけではなく、回復期、慢性期、
在宅医療までトータルでしっかりと支えることが私
たちの役割ですので、１人の患者さんを急性期から
在宅まで連続的に見なければいけません。
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そのような考え方に基づき、武久会長は「一般病
床と療養病床の垣根をなくそう」と主張しています。
この点について、どのようにお考えでしょうか。
○自見：それは大正解です。私は賛成です。一般・
療養の区分をよく整理し、関係者の議論を重ね廃止
しなければいけないと思います。
○池端：ありがとうございます。今回のコロナ対応
の臨時的な取扱いなどを見ても、療養病床だからダ
メとか一般病床は認めるとか、そういう区別はすべ
きでないことが明らかになりました。その病棟にき
ちんと必要な人員が配置されていれば病床種別は関
係ないと思います。
○自見：私もそう思います。正直なところ、現行の
仕組みを見直したほうがいいと思っています。ただ、
そのためには医療従事者やソーシャルワーカーらの
質の向上も図る必要があると思います。
○池端：ぜひ、これからも高齢者医療に対してご協
力を頂きたいと思います。
○自見：もちろんです。

■「子ども家庭庁」を創設したい

○池端：国会議員になられて１期４年半、本当に素
晴らしいご活躍をされていると思います。さらに将
来的な政治家としての目標や夢などがあれば、お聞
かせいただけますか。
○自見：「子ども家庭庁」をつくりたいという夢が
あります。
○池端：それは素晴らしい夢ですね。
○自見：私は議員になってから成育基本法の成立に
向けた活動に参加させていただきました。私たち小
児科医や産婦人科医の領域では、子どもを中心にす
えた社会づくりを目指しています。妊娠期からの切
れ目のないサポートが必要です。

こうした活動は約 25 年前から始まり、成育基本
法の設立に結びつきました。超党派の皆さまほか、
多くの方々の賛同をいただきました。

成育基本法が目指すところは母子保健の拡充で
す。子どもを取り巻く課題への支援は、内閣府、厚
労省、文科省が協働して取り組むべきであるにもか
かわらず、その実施体制が省庁ごとに分断されてい

る側面があります。切れ目のない子育て支援を総合
的に推進するために「子ども家庭庁」を創設し、三
位一体で進めていきたいと考えています。
○池端：是非、「子ども家庭庁」の初代長官になっ
てほしいと思います。大いに期待しています。
○自見：頑張ります。ありがとうございます。

■�日本の慢性期医療をしっかりと支えたい

○池端：最後の質問になります。日本慢性期医療協
会への期待についてメッセージをいただけますか。
○自見：先ほどお話がありました「急性期医療と慢
性期医療は車の両輪だ」という考えに賛同します。
こうした考え方に基づいて日本慢性期医療協会のご
活動があり、日本の慢性期医療をここまで構築して
きてくださった。これは大きな意義があることです。

日本が世界のどの国にも先んじて少子高齢化の高
齢化が進む中で、日本慢性期医療協会が果たす役割
は非常に重たいものがあると思っています。

まさに現場の第一線でご活躍されている先生方か
らのご提言がたくさんあり、私どもも勉強させてい
ただいております。「一般病床と療養病床の区分を
なくす」というご提言もそうです。

やはり私たちがボトムアップしなければいけな
い。医療人としての質を上げなければいけない。今
後もご提言をいただき、切磋琢磨しながら、日本の
慢性期医療をしっかりとお支えしたいと思います。
○池端：力強いお言葉、感謝いたします。本日はあ
りがとうございました。これからもどうぞよろしく
お願いいたします。

対談を終えて　（左）池端幸彦氏、（右）自見はなこ氏
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