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NCD Japan Forum 2011
～先進国の慢性疾患対策とNCDア

このたび、わが国における今後のNCD（Non‐communic
係者の皆様に議論の場を提供すべく、ディビッド・ウォレ
「 先進国の慢性疾患対策と

概要

「NCD Japan Forum 2011 ~先進国の慢性疾患対策とN
いただくこととなりました。

2011年9月19日から2日間、ニューヨークの国連本部で

が開かれ、生活習慣の改善や早期発見・治療、よりよい
疾患、呼吸器疾患、がんなどのNCDに対し、国際社会が
ました。

2030年には、がんの8割が低中所得国で発症すると言
て、NCDは、新興国においても今後の大きな健康医療政

る先進国においても、生活習慣病の増加、急速な高齢
通の課題を抱えるなか、慢性疾患対策の効果的な再構
ベル会合における共同宣言を踏まえて、慢性疾患対策

康医療政策の推進と国際協力枠組を構築すべきか、議
国として これまでにも世界の感染症対策において そ国として、これまでにも世界の感染症対策において、そ
性疾患対策に知見を持つなか、NCD分野においても、国

■日時 2011年11月29日（火）15時00分～17時
（17時30分～19時00分 レセプション）

■場所 英国大使館大使公邸 （千代田区一番

■主催 特定非営利活動法人日本医療政策機

■協力 英国大使館
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アジェンダ 国連NCD宣言後の世界～

able Disease、非感染性疾患）対策について、主要な関

レン駐日英国大使のご厚意により、英国大使公邸にて
ジ ダ 国連 宣言後の世界 を開催させNCDアジェンダ 国連NCD宣言後の世界~」を開催させて

でNCD（非感染症疾患）についての国連ハイレベル会合

い医療提供体制により改善が可能な、糖尿病、循環器
が協力して取り組むべきだとする国連宣言が採択され

言われており、今後の世界的な疾病構造の変化にあっ
政策課題となっております。一方で、日本をはじめとす

齢化社会、厳しい財政状況、健康格差の増大といった共
構築が喫緊の政策課題となっております。国連ハイレ

策が重要な位置づけを占めるNCD分野で、どのような健

議論が待たれるところです。日本は、国連の主要拠出
その対策の進展に大いに貢献してきた実績があり 慢その対策の進展に大いに貢献してきた実績があり、慢
国際的なイニシアティブを発揮することが期待されます。

時30分
）

番町1）

機構



The World after the UN Declaratio
Chronic Disease Control and the

By kind permission of the British Ambassador, Mr. David
to welcome you to the NCD Japan Forum 2011.

Overview

The UN Summit on Non‐Communicable Diseases (NCD) t
York, and adopted a declaration calling for a multi‐prong
society to set up by 2013 the plans needed to curb the r
cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory dis

By 2030, it is projected that nearly 80% of cancer deaths
d d i ill f id i f h l iadvanced nations will face rapid aging of the population
With the paradigm shift in global health, NCD and chron
both in developed and developing countries.

As Japan has led many initiatives in global health, includ
having challenged chronic disease control issues for man
achieve NCD and chronic disease control in the global co
th f tthe future.

■Date & Time Tuesday, November 29, 2011     15:00 
(17:30 – 19:00 Netw

■Venue British Embassy Tokyo  (1‐Ichibancho, 

■Organizer Health and Global Policy Institute

■Support British Embassy Tokyo
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on on Non-Communicable Diseases: 
e NCD Agenda in Developed Nations

d Warren, Health and Global Policy Institute is pleased 

took place on the 19th –20th September 2011 in New 
ged campaign by governments, industry, and civil 
risk factors behind the four groups of NCDs –
eases and diabetes.

s will be in low and middle income countries, while 
i i lif l di d fi i l diffi l in, increasing life‐style diseases and financial difficulties. 

nic disease control is emerging as a critical health issue 

ing the fight against infectious disease as well as also 
ny years, we are expected to take the initiative to 
ontext and prepare for the challenges that lie beyond in 

‐ 17:30
working Reception)

Chiyoda‐ku, Tokyo)



プログラム

時間

15:00 – 15:10

【開会の辞】

・デイビッド・ウォレン 氏 （駐日英国15:00  15:10 デイビッド ウォレン 氏 （駐日英国
・黒川 清 （日本医療政策機構代

15:10 – 15:25

【来賓ご挨拶】

・武見敬三氏 （東海大学政治経
フ ロ ）フェロー）

15:25 – 16:10

【イントロダクション】

◆ NCDとは？ －日本への意味合

・井上肇氏 （千葉県 保健医療担
・ジュディス・ワット氏 （NCD Allian
・乗竹亮治 （日本医療政策機構デ

16:10 – 16:25 休 憩

16:25 17:25

【パネルディスカッション】

◆ 各セクターの果たすべき役割

・永井良三氏 （東京大学大学院
16:25 – 17:25

・麦谷眞里氏 （厚生労働省大臣
・デイビッド・ブレナン 氏 （国際製
・ロイス・ペース氏 （ランス・アーム
・山崎繭加氏 (ハーバード・ビジネ
サーチ・アソシエイト)  *モデレータ

17:25 – 17:30
【閉会の辞】

・黒川 清 （日本医療政策機構代

* 17:30よりレセプションを開催いたします* 17:30 よりレセプションを開催いたします。
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（敬称略、登壇順）

国大使）国大使）
代表理事）

済学部教授、（公財）日本国際交流センター シニア・

合いと世界での役割

担当部長）
nce 戦略コンサルタント）
ディレクター）*モデレーター

－グローバルパートナーシップに向けて

医学系研究科内科学教授）
官房審議官（国際保健担当））

製薬団体連合会会長）
ムストロング財団ディレクター）
ネス・スクール 日本リサーチ・センター シニア・リ
ー

代表理事）



Program

Time

15:00 – 15:10

【Opening Remarks 】

‐ Mr. David Warren (HM Ambassad15:00  15:10 Mr. David Warren (HM Ambassad
‐ Dr. Kiyoshi Kurokawa (Chairman, 

15:10 – 15:25

【Keynote Speeches 】

‐Dr. Keizo Takemi (Professor, Tokai
Senior Fellow, Japan Center for Inte

15:25 – 16:10

【Introduction 】
◆”Japan’s challenges in NCD :
Chronic Disease Control, Aging

‐ Dr. Hajime Inoue (Executive Advis
Prefecture)Prefecture)
‐Ms. Judith Watt (Strategic Consult
‐Mr. Ryoji Noritake (Director, Heal

16:10 – 16:25 Coffee Break

【Panel Discussion 】
◆”Global Partnership for NCD a

‐ Dr. Ryozo Nagai (Professor and ch
University of Tokyo)
‐ Dr. Masato Mugitani (Assistant M
Ministry of Health Labour and Wel16:25 – 17:25 Ministry of Health, Labour and Wel
‐Mr. David Brennan (President, Int
Manufacturers & Associations (IFPM
‐Ms. Loyce Pace (Director of Healt
‐Ms. Mayuka Yamazaki (Senior Res
Research Center / Project Assistant
University of Tokyo) *Moderator

17:25 – 17:30

【Closing Remarks 】

‐ Dr. Kiyoshi Kurokawa (Chairman, 

* Forum reception will be starting at 17:30.
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(Honorifics Omitted, Speech Order)

dor to Japan)dor to Japan)
Health and Global Policy Institute)

 University School of Political Science and Economics / 
ernational Exchange)

g Society, Lessons to Share and New Strategy”

sor, Department of Health and Welfare, Chiba 

tant to the NCD Alliance)
th and Global Policy Institute)

nd beyond”

hairman, Department of Cardiovascular Medicine, The 

inister for Global Health, Minister's Secretariat, 
lfare(MHLW) Japan)lfare(MHLW), Japan)
ternational Federation of Pharmaceutical 
MA))
th Policy for LIVESTRONG)
search Associate, Harvard Business School Japan 
t Professor, Global Health Leadership Program, The 

Health and Global Policy Institute)



スピーカーのご紹介 / Introductions

【開会の辞】【開会 辞】
Opening Remarks

デイビッド・ウォレン （駐日英国大使）

ディビッド・ウォレンは1975 年に外務省に入省し
に担当いたしました。2 年間にわたって日本語
使秘書官と経済部二等書記官（後に一等書記官
1981 年から外務省の人事政策部で勤務した後1981 年から外務省の人事政策部で勤務した後
経済関係、ならびに多国間貿易政策問題全般を
英国大使館で政治課長を務めました。その後、
長に就任しました。1991 年から2 年間は内閣府
協力を担当しました。二度目の東京赴任を終え
2000 年に新たな政府貿易促進機関であるブリ
UKTI）のディレクターとなり、シニア・マネージメン
年間にわたって担当しました。2004 年に外務省
にこの職を離れ、2008年7月にグレアム・フライ
ディビッド・ウォレンは1952 年の生まれで、オッ
ラ夫人は教師として働いておりました。ディビッド
for Asian Affairs）のメンバーでもあります。趣味

David Warren, HM Ambassador to Japan
David Warren joined the Foreign and Common
Japanese and East Asian affairs, in both Tokyo a
has served twice in the British Embassy in Tokyo
Secretary, Economic from 1978 to 1981, and as C
After two years in the early 1980s in the FCO
economic relations (and multilateral trade p
Department from 1983 to 1986.
From 1987 to 1990, he served as Head of the
returned to London as the Deputy Head of the
the Cabinet Office (Office of Science and Tech
Division dealing among other issues with UK/JaDivision, dealing among other issues with UK/Ja
duty in Tokyo, from 1998 to 2000 he was the He
In 2000, he became one of the Directors and
organisation, British Trade International, later U
of different aspects of sector and market‐orie
Director, Human Resources, for the FCO, and a m
2007, and took up the post of British Ambassado
David was born in 1952, and educated at Epsom
He is married to Pamela, who is a teacher. He
A i Aff iAsian Affairs.
His interests include all aspects of the arts, parti
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s of Speakers

15:00‐15:05

し、これまで 東京とロンドンにおいて、日本ならびに東アジア情勢を主
の学習に専念した後、駐日英国大使館で1978 年から1981 年まで大
官）、そして1993年から1998年まで商務参事官を務めました。

後 1983 年から1986 年まで外務省欧州共同体部でEU と日本の貿易後、1983 年から1986 年まで外務省欧州共同体部でEU と日本の貿易・
を担当しました。1987 年から1990 年までは、ケニアのナイロビにある
、ロンドンに戻り、1990 年から1991 年にかけて外務省極東部の副部
府 科学技術庁 に国際部長として出向し、特に英国と日本の科学技術
えた後、1998 年から2000 年まで外務省の中国香港部長を務めました。
リティッシュ・トレード・インターナショナル（現在の英国貿易投資総省：
ント・チームとして様々な産業分野や、国際市場における貿易開発を4
省の人事部長および理事会メンバーに任命されました。2007 年10 月
イ氏の後任として駐日英国大使に着任いたしました。
ックスフォード大学エクセター・カレッジで、英文学を専攻しました。パメ
ド・ウォレンはJSC(The Japan Society Council)とRSAA（The Royal Society

味は芸術全般で、特に演劇とその歴史に関心を持っています。

n
nwealth Office in 1975, and has spent much of his career dealing with
nd London. Following two years’ full‐time Japanese language study, he
o, as Private Secretary to the Ambassador and then Second (later First)
Commercial Counsellor from 1993 to 1998.
O’s Personnel Policy Department, he dealt with EU/Japan trade and
policy issues more generally) in the FCO’s European Community

Political Section in the British High Commision in Nairobi, Kenya. He
FCO’s Far Eastern Department from 1990 to 1991. He was seconded to
hnology) for two years from 1991, as the Head of the International
apan science and technology co‐operation Following his second tour ofapan science and technology co operation. Following his second tour of
ead of the FCO’s China Hong Kong Department.
senior management team for the new Government trade promotion
UK Trade and Investment, where he spent the next four years in charge
ented international trade development. In 2004, he was appointed
member of the FCO Board of Management. He left this post in October
or to Japan in July 2008 in succession to Sir Graham Fry.
m College and Exeter College, Oxford, where he read English Literature.
is a member of the Japan Society Council and of the Royal Society for

icularly the theatre and its history.



黒川 清 （政策研究大学院大学アカデミックフ

and Founder, IMPACT Foundation Japan、東

東京大学医学部卒業。69年に渡米、79年UCLA
本学術会議会長 内閣府総合科学技術会議

撮影：佐久間哲男
Photo: Tstsuo SAKUMA

本学術会議会長、内閣府総合科学技術会議
（2005‐09年）などを歴任。国際科学者連合体の
著書『世界級キャリアのつくり方』他。<http://w

Kiyoshi Kurokawa, MD, MACP, FRCP(Lond
/ Chairman, Health and Global Policy Instit

A graduate of University of Tokyo Faculty o
of Medicine of UCLA (1979 84) of Unive

【来賓ご挨拶】

of Medicine of UCLA (1979‐84), of Unive
Medicine (1996‐2002), President of Scien
Minister (2006‐08). Executive member of
Commissioner (2005‐09), Institute of Medic
His website: <http://www.kiyoshikurokawa

【来賓ご挨拶】
Keynote Speeches

武見敬三 （東海大学政治経済学部教授、（公

1974年慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、
経済学部政治学科にて助手、87年助教授、平
員（自由民主党）に選出され、2期務める。外務
筆頭理事 厚生労働副大臣を歴任 党内 は筆頭理事、厚生労働副大臣を歴任、党内では
バード大学フェアーバンクス記念東アジア研究

リサーチ・フェローの経験を持つ。外交問題や社
2007年11月より、日本国際交流センターにおい
貢献を推進する事業をリードしている（2007～0
バル・ヘルスと人間の安全保障」プログラム運

治経済学部教授も務める。また、グローバル・ヘ
員会委員（2010～11年）、国際保健人材連盟（
委員（2009年～）、世界保健機関（WHO）研究開委員 、 界 健機関 究

Keizo Takemi, Professor, Tokai Unive
Fellow, Japan Center for International E
After graduating with a degree in Political Scie
Laws from Keio University in 1976. From 1980
Tokai University’s School of Political Science an
as Deputy Director of the Strategic Peace &
professor in 1995. The same year, he was ele
Party, and went on to serve 2 full terms. D
including Parliamentary Vice‐Minister for Fo
Defense, Senior Director of the House Commit
Labour and Welfare, as well as such party p
addition, from 1992 to 1993, he was a visiting
Research, and from 2007 to 2009 a Harvar
appearances as a commentator on foreign aff
2007 at the Japan Center for International Ex2007, at the Japan Center for International Ex
health based on the concept of human secu
Contributions study group (2007‐09), and sinc
Human Security program. Since 2009, he has s
professor in the School of Political Science and
he has served on the United Nations Commi
Health (2010‐11), as a Global Health Workforc
for the Prince Mahidol Award Conference (
Working Group on R&D Financing (2009‐10).
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フェロー、特定非営利活動法人 日本医療政策機構 代表理事、Chair
東京大学名誉教授）

A内科教授。83年帰国後、東京大学内科教授、東海大学医学部長、日
議員（2003 07年） 内閣特別顧問（2006 08年） WHOコミ シ ナ議員（2003‐07年）、内閣特別顧問（2006‐08年）、WHOコミッショナー

の役員など幅広い分野で活躍。現在、MIT、コロンビア大学客員研究員。
ww.kiyoshikurokawa.com/>

don) / Professor, National Graduate Institute for Policy Studies
tute / Chair , Co‐Founder, IMPACT Japan

of Medicine; in US 1969‐85, was a professor of medicine, School
ersity of Tokyo (1989 96) Dean of Tokai University School ofersity of Tokyo (1989‐96), Dean of Tokai University School of
nce Council of Japan (2003‐06), Science Advisor to the Prime
many national and international professional societies, WHO
cine of National Academies of Sciences of USA.
a.com/en>

15:05‐15:25

公財）日本国際交流センターシニア・フェロー）

、76年同大学大学院にて法学修士号取得。1980年より東海大学政治
平和戦略国際研究所次長を経て1995年教授に就任。同年、参議院議
務政務次官、参議院外交防衛委員会委員長、参議院厚生労働委員会
は政務調査会副会長などを務めた また 年から 年まは政務調査会副会長などを務めた。また、1992年から1993年までハー
究所客員研究員、2007年から2009年まで、ハーバード公衆衛生大学院

社会保障問題のコメンテーターとしてテレビ・ラジオ番組への出演多数。
いて、人間の安全保障の考えに基づく日本のグローバル・ヘルスへの
09年「国際保健の課題と日本の貢献」研究会主査、2009年～「グロー

運営委員長）。2009年より、笹川記念保健協力財団顧問、東海大学政

ヘルス分野では、国連女性と子供の健康のための情報と説明責任委
（GHWA）チャンピオン（2010年～）、プリンス・マヒドン賞会議国際諮問
開発資金専門家作業部会メンバー（2009～10年）等を務める。資 専 部 務

ersity School of Political Science and Economics / Senior
Exchange
ence from the school’s Faculty of Law in 1974, he earned his Master of
0, he worked as an assistant in the Department of Political Science in
nd Economics, becoming an associate professor in 1987, and after time
& International Affairs Research Institute, he assumed the post of
ected to the House of Councillors representing the Liberal Democratic
uring that time, he served in various prominent government posts,
reign Affairs, Chair of the House Committee on Foreign Affairs and
ttee on Health, Labour and Welfare, and Senior Vice‐Minister of Health,
posts as Deputy Chairman of the party’s Policy Research Council. In
g research fellow at Harvard University’s Fairbank Center for East Asian
d School of Public Health Research Fellow. He has made frequent
airs and social security issues on television and radio. Since November
xchange he has led efforts to promote Japan’s contribution to globalxchange, he has led efforts to promote Japan s contribution to global
rity, serving as Chair of the Challenges in Global Health and Japan’s
ce 2009 as Chair of the Executive Committee of the Global Health and
served as adviser to the Sasakawa Memorial Health Foundation, and as
d Economics at Tokai University. Moreover, in the field of global health,
ssion on Information and Accountability for Women’s and Children’s
ce Alliance Champion (2010‐), on the International Advisory Committee
2009‐), and as a member of the World Health Organization Expert



【 イントロダクション】 NCDとは？―日本への意味合いと

<<Introduction>>   Japan’s challenges in NCD / Chronic D

井上肇（千葉県保健医療担当部長）

鳥取大学医学部卒、東京大学保健学修士、ハ
WHO等にて国内外の保健・医療政策に関わる

つ医療資源の乏しい千葉県において高齢化社

Hajime Inoue Executive Director for HeaHajime Inoue, Executive Director for Hea

After clinical training in pediatrics, he
International Cooperation Agency (JICA),
Organization (WHO) among others. He
maintaining healthcare system in Chiba Pre

ジュディス・ワット （NCD Alliance戦略コンサル

NCD Allianceの戦略コンサルタントであり、9月に

ミュニケーション・キャンペーンを指揮した。現在
るための独立した審査の監督している。ジュデ
英国とオーストラリアでの禁煙キャンペーンを立
の資金提供プログラムを慈善家ジョージ・ソロス

Judith Watt, Strategic Consultant to the

Judith Watt is Strategic Consultant to the
and communications campaign in the four
She is currently managing the Alliance’s wo
future strategic directions. Judith’s backg
Australia where she initiated the NationAustralia, where she initiated the Nation
developed tobacco control grants prog
philanthropists George Soros and Michael B

＊モデレーター
乗竹亮治（日本医療政策機構ディレクター）

本 療政策機構 立後 期 参日本医療政策機構設立後、早期から参画し、
上げる。American Heart AssociationやAm
どと、慢性疾患分野において、協働プロジェク
どについて、各国で開催される学会などで講演
後は、頻繁に被災地に入り、各国の関係団体
ラル大学を経て、慶應義塾大学総合政策学部

Ryoji Noritake, Director, Health and Glo

Ryoji Noritake is a graduate of Keio Unive
patient advocacy platform. He has direct
Cardiovascular Patients in Japan 2007 co
2008, and Stroke Policy Summit in 2009, a
with U.S. Embassy, U.K. Embassy and Ko
presenter on patient advocacy and chron
APOCP 2010 in Istanbul, UICC 2010 in Chin
Workshop in Hong Kong 2010. He is curre
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と世界での役割

isease and lessons to share  15:25‐16:10 

ハーバード大学公衆衛生学修士。小児科臨床研修を経てJICA、厚労省、
る。2009年より現職。日本の中でも、とりわけ高齢化の速度が速く、か

会に対応した医療提供体制の整備に取り組む。

althcare Chiba Prefecturealthcare, Chiba Prefecture

engaged in domestic and overseas health policy at Japan
Ministry of Health, Labor and Welfare, and World Health
assumed the current assignment in 2009 and focuses on

efecture, where population is rapidly aging.

ルタント）

に行われた国連NCDハイレベル会合までの4カ月間、アドボカシーやコ

在はアライアンスの事業計画をマネージし、将来の戦略方針を見極め
ディスはこれまで様々なたばこ規制にかかわっており、国家レベルでは
立ち上げ、国際レベルでは、低中所得国における、たばこ規制のため
ス、マイケル・ブルームバーグの資金援助のもと開発した。

NCD Alliance

NCD Alliance and was responsible for directing their advocacy
months up the UN High‐Level Meeting on NCDs in September.
ork program and supervising an independent review to identify
round is in tobacco control: at national levels in the UK and in
al Tobacco Campaign and at an international level she hasal Tobacco Campaign; and at an international level, she has
grams for low‐ and middle‐income countries funded by
Bloomberg.

患者 ドボ プ ジ を バ 立、患者アドボカシープロジェクトを企画、中心メンバーの一人として立ち
erican Cancer Societyといった海外団体、各国大使館、国内の学会な

クトを実施してきた。アドボカシーや慢性疾患対策と市民活動の連携な
演も務める。日本医療政策機構の震災復興プロジェクトも担当し、震災
体と現地組織のコーディネーションを務めている。オクラホマ州立セント
部卒業、日米関係、アメリカ国内政治を学ぶ。趣味は俳句、俳号は涼路。

obal Policy Institute

rsity’s faculty of policy management. He is a co‐founder of HGPI’s
ted various projects, including the International Symposium for
ollaborated with American Heart Association, Patient University
and the International Workshop on Clinical Trials 2010 co‐hosted
rean Embassy in Japan. Also, he has been a speaker and poster
nic disease control for international academic societies including
na, STROKE 2010 in Morioka, Japan, and American Cancer Society
ntly in charge of HGPI’s disaster relief effort in Tohoku.



【パネルディスカッション】 各セクターの果たすべき役割

<<Panel Discussion>>   Global Partnership for NCD and be

永井良三 （東京大学大学院医学系研究科内科

1974年東京大学医学部卒業。1983年米国Univ
部第三内科助教授。1995年群馬大学医学部第
内科教授。2003年‐07年東京大学医学部附属病

Ryozo Nagai, Professor and chairman, D
TokyoTokyo

Dr. Nagai graduated from the University of
number of posts including Visiting Assist
Professor at the Department of Cardiovasc
from 1995, Professor at the Department
School of Medicine from 1999, and Directo
currently been serving as Director of the U
2009.

麦谷 眞里 （厚生労働省大臣官房審議官（国

1979年新潟大学医学部卒業、米国ジョンス・ホ
部勤務。以後、厚生労働省健康局疾病対策課
(04-06)、国立国際医療センター国際医療協
省大臣官房審議官（国際保健担当）

Masato Mugitani, Assistant Minister f
Labour and Welfare(MHLW), Japan

Graduated from Niigata University, Scho
Hygiene and Public Health. Joined Minist
1989. In MoHLW, served as Director of D
Elderly People, Elderly Care Bureau, Direc
MoHLW, served as, Director‐General of I

デイビッド・ブレナン （国際製薬団体連合会 会

国際製薬団体連合会 (IFPMA)の会長であり、
営責任者(CEO)に就任し、現在に至る。同氏の
および クセ に関する に対する行動

of Japan, and Director‐General of Tokai Ho
in 2009.

およびアクセスに関するNCDに対する行動フ
ムにも取り組んでいる。本年9月に実施された
おけるNCD治療薬および医療へのアクセス
RAND Corporationによる最初の研究報告に
RANDにより特定された領域でより詳細なリサ

David Brennan, President, Internationa
Associations (IFMPA)

David Brennan is President of the Int
Associations (IFPMA), and was appointed
London, effective 1 January 2006.
Under his leadership, IFPMA launched it
innovation, prevention, capacity building
an ongoing programme of research. At th
first report published from RAND Corpor
and healthcare in the developing world, a
to undertake more detailed research in ar
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割 －グローバルパートナーシップに向けて

eyond                                        16:25‐17:25 

科学教授）

versity of Vermont, Visiting Assistant Professor。1993年東京大学医学
第二内科教授。1999年東京大学大学院医学系研究科内科学循環器
病院長。2009年東京大学TR機構長。

Department of Cardiovascular Medicine, The University of

Tokyo Graduate School of Medicine in 1974. He has served in a
tant Professor at the University of Vermont, US, from 1983,
cular Medicine, Gunma University Graduate School of Medicine
of Cardiovascular Medicine, the University of Tokyo Graduate
or of the University of Tokyo Hospital from 2003 to 2007. He has
University of Tokyo Hospital Translation Research Center since

国際保健担当））

ホプキンス大学大学院卒業。79年厚生省入省。89年から３年間WHO本
課長(01-02)、同省老健局老人保健課長(03-04)、同省保険局医療課長
力局長(06-07)、東海北陸厚生局長(07-09)等を経て、現在、厚生労働

for Global Health, Minister's Secretariat, Ministry of Health,

ol of Medicine in 1979 and Johns Hopkins University, School of
try of Health in 1979. Worked in the WHO for three years since
Disease Control, Health Care Bureau, Director of Health Care for
ctor of Medical Economics Health Insurance Bureau. Outside the
nternational Medical Cooperation, International Medical Center

会長）

、2006年1月1日付けでアストラゼネカ社（本社：英国ロンドン）の最高経
のリーダーシップのもと、IFPMAは本年イノベーション、予防、能力構築

ム クを公表した さらに は継続的にリサ プ グ

okuriku Health Bureau. He was appointed to the current position

フレームワークを公表した。さらに、IFPMAは継続的にリサーチプログラ
たNCDに関する国連のラウンドテーブルにおいて、同氏は発展途上国に
障壁およびそれら障壁を克服するための優先事項について分析した
ついて発表した。IFPMAは行動に関する具体的な提案を策定するため、

サーチを実施する計画である。

al Federation of Pharmaceutical Manufacturers &

ternational Federation of Pharmaceutical Manufacturers and
d Chief Executive Officer of AstraZeneca with its headquarters in

ts ten point NCD Framework for Action around key themes of
and access in June this year. In addition, IFPMA is committed to

he UN Roundtable on NCDs in September, David stated about the
ration which analyses the obstacles to access for NCD medicines
and the priority for overcoming those barriers. IFPMA now plans
reas identified by RAND to identify concrete proposals for action.



ロイス・ペース （ランス・アームストロング財団

ランス・アームストロング財団の医療政策ディ
国際政策課題の開発と実行責任者である。前
部門の地域プログラム担当ディレクターで、能
カに展開した。また、カトリック救援事業会の
ル・ヘルスケア、国際人権問題等の国際開発

Loyce Pace Bass, Director of Health Pol

Loyce Pace Bass is Director of Health Pol
pursuit of their global policy agenda to e

ld idworldwide.
Previously, Loyce was the Director of Reg
Global Health, expanding their capacity‐
Africa. She was also selected as an Inter
Gambia, West Africa, through Catholic
international development issues ranging

＊モデレーター
山崎繭加 (ハーバード・ビジネス・スクール

マッキンゼー・アンド・カンパニー、東京大学先
クール（HBS）日本リサーチ・センター勤務。主
た2010年よりフェローとして東京大学Global H
タウン大学国際関係大学院卒業。

Mayuka Yamazaki (Senior Research A
Project Assistant Professor, Global Hea

Ms. Mayuka Yamazaki has worked for
preparing cases on Japanese companies a
management and operation of the Globa
joining HBS, Ms. Yamazaki worked for M
Master of Science in Foreign Service from
economics from the University of Tokyo.

【全体司会】
Moderator

國村三樹 （日本医療政策機構マネージャー）

欧州系航空会社客室乗務員として勤務後、日本
この間に父親をガンで亡くしたことをきっかけに、
や米国大使館と共催した「国際シンポジウム 国
制度の構築に向けて－」を含むライフサイエンス

Miki Kunimura, Manager, Health and Glob, g ,

After working as a member of the cabin crew
the British Council, the UK's international org
In 2005 Miki lost her father to cancer and be
Science and Innovation team of the British Em
including the International Symposium “Clini
Clinical Trials System‐“ co‐hosted with US Em
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団 ディレクター）

ィレクターであり、がん患者とそのリスクにある人々を保護するための、
前職は、アメリカン・キャンサー・ソサイエティ(ACS)、グローバルヘルス
能力開発及びアドボカシー・プログラムを、アジアやサハラ以南のアフリ
国際開発フェローとしてセネガル、ガンビア、西アフリカにて、グローバ

発問題の大規模研究を行った。

icy for LIVESTRONG

icy for LIVESTRONG and is responsible for the development and
ensure protections for people affected by and at risk for cancer

ional Programs for the American Cancer Society’s Department of
‐building and advocacy programs across Asia and sub‐Saharan
rnational Development Fellow, and worked in Senegal and The
c Relief Services. She has conducted extensive research on
from global healthcare strategies to international human rights.

日本リサーチ・センターシニア・リサーチ・アソシエイト)

先端科学技術研究センターを経て、2006年よりハーバード・ビジネス・ス
主にHBSで使用される日本の企業・経済に関するケース作成に従事。ま
Health Leadership Programの運営に関与。東京大学経済学部、ジョージ

Associate, Harvard Business School Japan Research Center /
alth Leadership Program, The University of Tokyo)

Harvard Business School (HBS) Japan Research Center, mainly
andeconomy for use at the HBS. She has also participated in the
al Health Leadership Program of the University of Tokyo. Prior to
McKinsey & Company and the University of Tokyo. She holds a
m Georgetown University (with Academic Excellence) and BA in

本へ戻り英国の国際文化交流機関ブリティッシュカウンシルに勤務。
医療へ興味を持ち始める。その後、英国大使館科学部にて、HGPI

国際化社会における臨床試験・治験－効果的ながん臨床試験・治験
ス関係のイベントを中心に担当し2011年10月より現職。

bal Policy Institutey

w for European airlines, Miki came back to Japan and joined 
ganisation for educational opportunities and cultural relations. 
ecame interested in healthcare issues. She then joined the 
mbassy where she coordinated events on life science, 
ical Trials in a Globalised Society ‐Building an Effective Cancer 
mbassy, Korean Embassy and HGPI.
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