
外科医として3,000以上の手術経験を持つ古川俊治参議院議員。驚くべきこと
に弁護士の資格も持ち、さらにはオックスフォードのMBAも取得されています。
政治家として何を目指されているのかお伺いしました。
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古川俊治 参議院議員 森 公高
（政治連盟会長）

山田治彦
 （政連幹事長）

森　古川議員は医者であり弁護士であり
MBAも持っていらっしゃってまさにスーパー
マンですが、軸足はどこにあるのですか。
古川　もともと私は癌の外科医なんです
よ。今年 32 年目で、手術は 3,000 回を超
えています。親戚中が医者で嫁さんも医
者ですから、私のカルチャーも考え方も全

部臨床医なんです。弁護士とMBAは付帯
的な状況で取りました。
森　付帯的な状況というのは？
古川　当時、癌患者さんの権利保護の問
題があって、法律のことも勉強しなければ
いけないと思い弁護士になりました。その
あと医療事故という課題にぶつかって、お
金の限界がある中で、どうやってオペレー
ションを回すかをMBAでは教えるので、
オックスフォードのMBAを取りました。当時、

イギリスは医療の質の向上の取り組みが進
んでいましたので、すごく参考になりました。
森　そこから政治家になられたのはどうし
てですか。
古川　勤務医の現場は本当に大変なんで
すよ。忙しいしブラックで、お昼をみんなで
食べていると、こんなに忙しいのは制度が
悪い、政治家が悪いといった話になって、
でも愚痴っていてもしょうがないから自分で
変えようと思って議員になりました。

山田　参議院議員になられて、実際に変
えられた制度はありますか。
古川　議員になる前に僕はあるメーカーと
医療機器を開発していたんですよ。それ
でその研究が慶應病院でいよいよ始まると
いう翌日に、厚労省からメーカーに電話が
かかってきて「やめてください」と言うんで
す。理由もわからないまま、メーカーはとに

かく厚労省に言われたからとやめてしまい
ました。それで僕は頭にきて、国会議員に
なった瞬間に「どういうことだ」と厚労省に
行ったら、法のちょっとしたことで新しい医
療機器を実験的に使うことが規制されてい
たんです。それで厚労省が制度を見直し
て作ってきたのが新しいタイプの「保険外
併用療養」で、一部保険も使える体制で
した。これで研究成果を速やかに実用化
することができるようになって、研究仲間か
らは「議員に一人仲間がいるとこんなに違

うのか」とすごく賞賛されましたね。

山田　医療の現場と法や制度がわかるの
は古川議員だけですね。
古川　何かあると、厚労省も僕のところに
聞きにきます。例えば再生医療では、iPS
細胞は癌化する可能性も高いので評価が
難しいんですね。厚労省もどう規制してい
いのかわからない。私はずっと癌細胞を
扱ってきていますから「そこまではいいでしょ
う」ということが言えるわけです。癌治療も
免疫療法やゲノム情報を組み合わせた新
しい治療法ができているのですが、それは
私が一番良く分かるところですので、治療
に役立てられるよう制度を作り上げていきた
いと思っています。
山田　古川議員は癌が専門なんですね。
古川　癌の治療は私のライフワークなんで
すよ。本庶先生が開発したオプジーボは
なかなかの薬で、あの効果を高めていけ
ば、癌で命を落とすような人が社会復帰で
きるようになっていくと思います。
山田　オプジーボはまだ治療費が高いで
すよね。
古川　そこが課題です。高額な医療費の
問題はたくさんあって、例えば、透析医療
も医療費を圧迫しているのは事実です。
新しい医療技術もなるべく安く供給してい
ただく努力をしていかないといけないです
が、あまり安くすると開発が難しくなってし
まいます。ただ、認知症は根本治療で効
く薬が開発されてきていますので、次の期
の 6 年で導入できるよう制度を作っていき
たいです。

森　少子化が進む中で、国民皆保険はど
のような改革が必要だと考えていますか。
古川　世界に誇れる皆保険ではあります
が、日本はここにきて苦しんでいると思いま
す。日本の保険システムは共助の社会保
険制度だけでなく、税金という公的支援が
入っている制度で、そこがどんどん膨らん
でいる。だから他の先進国が消費税 20％
のところを日本が未だ 8％というのは無理
で、やはり少しずつ税負担に変えていかな
いと維持できないです。あとは病院にかか
らなくてもいいように自己管理を強化する。
森　予防医療ですか。
古川　そうです。ワクチン、検診などを制
度化して、予防可能な疾患や生活習慣病
を無くしていかないといけません。でも、
特定健診も受けない人がいっぱいいるんで
すよね。健康の啓蒙・普及で受けなけれ
ばいけないムードを作ったり、薬を買った人
には税控除で優遇するということもやっては
いるんですけど。
森　そうした仕組みはなかなか国民に伝
わらないですよね。例えばオーストラリアは
紫外線が強いので、サングラスを国民に
配っていて、そういうわかりやすいものが
いいですね。
古川　健康クーポンとかわかりやすいもの
をどんどん取り入れて、平均寿命と健康寿
命の差を縮めることが大事なんです。
2010 年から 3 年ごとに統計をとっています
が、男女とも毎回差が縮まっているんです
よ。今年のデータも縮まっていたら、メタボ
健診などの政策が効いているということで

すから、あとは健康寿命の間、働いてもらっ
て少しずつ働く期間をシフトしていけば財
政構造的には乗り切れると思います。
森　90歳ぐらいまで働かないといけないで
すね（笑）。
古川　人生 100 年ですから、90 歳まで働
いていただきたいです（笑）。制度として
は最後動けなくなる期間は 10 年ぐらいで
ないともたないんですよ。団塊ジュニアが
いなくなる 2060 年頃になれば年齢構成を
保ったまま人口減少していきますから、我々
の世代でそこまでの道筋をつけて次に渡さ
ないといけないと思っています。

森　古川議員はゴルフもお上手でフルマラ
ソンもされて多趣味ですよね。
古川　最近は時間がないのでワインです
ね（笑）。ブルゴーニュが好きで毎日ボトル
4 分の 3 ぐらい飲みます。あと健康法とし
てはやはり歩くことです。電車一駅はほと
んど乗らないですし、国会から帝国ホテル
や霞が関の厚労省までも歩きます。早く歩
くのが大事で、階段は 1 段飛ばしを心が
けています（笑）。
森　古川議員がおっしゃると説得力があり
ます。最後に参議院選への意気込みをお
聞かせください。
古川　前回、埼玉県選挙区で100万票い
ただいたんですよ。今回 4人区になって候
補者も増えましたが、100万票を目標にした
いと思います。日本経済と科学技術と国民
の健康のために頑張りますので、よろしく
お願いします。
森　我 も々全力で応援していきます！ 
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活 動 報 告

小田原 潔衆議院議員が来会

平成31年3月16日

平成31年3月20日

平成31年3月26日

平成31年4月5日

「菅原一秀を囲む公認会計士の会」
第３回通常総会及び懇親会を開催

「おだち源幸を囲む公認会計士の会」
定時総会を開催
　平成３１年３月１６日、「おだち源幸を囲む
公認会計士の会」第７回定時総会及び報
告会並びに懇親会がＫＫＲホテル大阪にて
開催された。日本公認会計士政治連盟の
森公高会長も激励に駆けつけ、１００名を
超える公認会計士が出席した。
　定時総会では、平成３０年度の活動報
告及び収支報告、平成３１年度活動計画
（案）及び役員改選（案）が提案され、原
案どおりに承認された。
　このあと、おだち源幸氏から御礼及び近
況報告をいただいた。おだち氏は「これま
で公職（国会議員）復帰を目指して政治

　「菅原一秀を囲む公認会計士の会」第
３回通常総会が、ニッキン第 2ビル5階会
議室で開催され、会員 26 名が出席した。
　菅原一秀議員は、自民党所属の衆議
院議員（東京都第９区：当選６回）であり、
財務副大臣を務められた経験を持ち、現
在、衆議院議員運営委員会筆頭理事、
自民党国会対策委員会筆頭副委員長等に
就任している。
　総会は、囲む会の本橋清彦幹事長が

「武見敬三を囲む公認会計士の会」
第2回通常総会及び懇親会を開催

会計報告等を務め、いずれの議案も滞り
なく承認された。続いて行われた菅原議
員の国政報告では、日本経済の現状と今
後の課題について説明が行われ、これか
らの日本企業の成長には、公認会計士の
協力が必要であり、引き続きご指導いただ
きたいとの依頼があった。
　国政報告後には、活発な質疑応答が
行われ、盛況裡のうちに閉会した。

活動を継続してきたが、国
政に向かう志は些かも衰え
ることなく益々熱く、引き続き
応援を賜りたい」と、今夏に
向けての決意を語られた。
　続いて開催された懇親
会では、各テーブルすべて
を回って意見交換され、会
員との懇親、また会員相互
の懇親も大いに深める機会
となった。
　公認会計士であるおだち氏は「会計士
の『誇り』と『自信』を取り戻す」を念頭に

参議院選挙豆知識参議院選挙豆知識
～期日前投票について～

仕事や旅行などで投票日に行けない場合は
期日前投票をしましょう。

※期日前投票所が複数設けられる場合は
　投票期間や投票時間が異なることがあ
　ります。

投票期間 公示日の翌日から投票日の前日までの間
投票場所 各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」
投票時間 午前8時30分から午後8時まで
投票手続 投票日と同じ（投票用紙を投票箱に入れる）

置き、日本のより良き発展のための制度改
革を実現すべく決意されている。囲む会で
は、おだち源幸氏を引き続き応援すること

が公認会計士業界の発展に重要なことと
考えており、今まで以上に応援していく決
意である。

おだち源幸 前参議院議員

　小田原潔衆議院議員（自民党・比例
区東京・当選 3回）が、公認会計士会館
にご挨拶で来館された。小田原議員は、
自民党金融調査会企業会計に関する小委
員会の開催の際には、必ずご出席をいた
だき貴重なご意見を賜っている一人である。
　山田幹事長と昨今の政治、経済の状況
などについて語り合い懇親を深めた。当政
治連盟は、「小田原潔を囲む公認会計士
の会」を設置しており、今後も小田原議員
の政治活動を積極的に支援していく次第
である。

　「武見敬三を囲む公認会計士の会」第
2回通常総会が、アルカディア市ヶ谷4階「鳳
凰」で開催され、会員及び準会員37名が
出席した。
　武見敬三議員は、自民党所属の参議
院議員であり、厚生労働副大臣を務めら
れた経験を持つ。現在は、自民党国際保
健戦略特別委員会委員長等に就任され、
活躍している。
　総会は、囲む会の梶川融会長の挨拶
に続いて、囲む会の清水俊宏事務局が会

計報告等を務め、いずれの議案も滞りなく
承認された。
　続いて、国政報告では、武見議員より
2040年頃を展望した社会保障改革の新た
な局面と課題、健康寿命延伸に向けた取
組み、医療・介護・福祉サービスの生産
性向上等についての説明が行われた。
　その後の懇親会では、武見議員が各
テーブルを廻り終始和やかな雰囲気の中、
出席者と懇談され、盛況裡のうちに閉会
した。

小田原 潔 衆議院議員
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武見敬三 参議院議員
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会費納入にあたりましては、5月中旬（予定）に送付します「払込取扱票」をご利用ください。
（あずさ、あらた、仰星、新日本、太陽、トーマツ、東陽、みのりの各監査法人所属の方々には、法人
本部を通してお願いしております。）

政治連盟会費の納付についてお願い （「預金口座自動振替」制度をご利用ください）

【お問合せ】 日本公認会計士政治連盟事務局　☎ 03-3515-1155　FAX 03-5226-3354

公認会計士12,000円 準会員1,200円政治連盟会費（年額）

なお、会費の納付に便利な「預金口座自動振替」制度（年1回引落し）をご利用ください。

期日前


