
医療システムの持続可能性と
イノベーションの両立に向けて

2016年12月9日 薬価制度改革を考える緊急フォーラム

薬価の話題に留まらず、今後の技術革新による医療の効率化に向けた取り組み、社会保障の持続可能性に向けた制度設計のあり方等に

ついて、フェアかつグローバルな視点からマルチステークホルダーによる議論を通じ、実現可能な解決の方向性を生み出すことを狙い

として、緊急フォーラムを開催しました。
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イノベーションと持続可能な保健医療を実現するための、効率的・効果的な医療制度の構築は、日本のみならず世界共通の課題となっ

ています。医療を適切に評価するための取り組みが各国でなされており、例えば、医療技術評価（HTA: Health Technology

Assessment）によって、医療資源の適切な配分が可能になると期待する声もあがっています。わが国でも、中央社会保険医療協議会

（中医協）費用対効果評価専門部会で、2012年度から議論が重ねられるなど、HTA導入に向けて議論が重ねられてきました。2017年

度には、費用対効果評価の試行的導入が実施され、2018年度も、今後の本格的導入に向けて、引き続き検討が重ねられる予定となって

います。日本医療政策機構は、HTA分野においても、マルチステークホルダー結集型の産官学民を巻き込んだ議論の場が重要だと考え、

活動を続けてまいりました。2016年から、「医療システムの持続可能性とイノベーションの両立」シリーズと題して、複数回にわたり、

専門家会合や意見交換会を実施し、政策提言や論点抽出をまとめてきました。

～実現可能な解決の方向性に向けて～

▶「HGPI 薬価制度今後の論点」で検索

2017年4月14日 CSIS - HGPI共催グローバル専門家会合

国内のみならず、世界中で大きな課題となっている、イノベーションによる医療技術や医薬品の発展に伴う高額薬剤の問題と、社会保

障制度の持続可能性の両立について国内外の専門家、多様なステークホルダーを巻き込んだ形で議論がなされました。

～医療システムにおけるイノベーションと持続可能性の両立に向けて～

▶「HGPI CSIS持続可能性」で検索

2017年10月5日 第2回グローバル専門家会合

持続可能な医療システムのあるべき姿に関して、国内外における医療従事者、企業関係者、学識関係者、関連省庁や市民社会等を代表

する専門家が一堂に会し、フラットかつマルチステークホルダーによるラウンドテーブル形式での議論が行われました。

～日本における医療技術評価（HTA）のあり方、課題、そして今後の期待：徹底討論～

▶「HGPI 第2回医療技術評価」で検索

2018年5月31日 2018年度連続フォーラムプレ会合

2017年に開催したグローバル専門家会合で抽出された論点、そして2017年度における費用対効果評価の試行的導入から浮かび上がった

課題や教訓、好事例などを再確認し、2018年度の連続フォーラムで取り組むべき優先課題を整理する場としました。

～試行的導入から見えてきた費用対効果評価導入への課題～

▶「HGPI HTAプレ会合」で検索

2018年7月19日 連続フォーラム第1回

本フォーラムでは、プレ会合で得られた論点をもとに、費用対効果評価の技術的な課題について、試行的導入で明らかになった分析方

法の課題および総合的評価（アプレイザル）のあり方を中心に、ラウンドテーブル・ディスカッションが行われました。今後も、第2

回（9月）では、「制度化に向けた課題～費用対効果評価導入による他制度との双方向的な影響や整合性～」、第3回（10月）では、

「国民の理解～費用対効果評価が国民に与える影響や、これまでの議論に対する国民理解の促進～」について議論を重ねる予定です。

～試行的導入で明らかになった技術的な課題～

▶「HGPI 技術的な課題」で検索



Rebalancing Healthcare Systems: 
Innovation and Sustainability 

December 9, 2016 Urgent Forum: Drug Pricing Reform

This urgent forum was held with the aim of producing ideas toward achievable solutions through fair and global multi-stakeholder discussion related

to issues of not only on drug pricing, but also initiatives to streamline medical care through technological innovation and the design of systems to

ensure the sustainability of social security.

The creation of efficient and effective healthcare systems to ensure innovation and sustainability is a common issue not only in Japan, but in every

country worldwide. Efforts are being made country by country to appropriately assess medical treatments. In Japan, there have been discussions

held for the introduction of Health Technology Assessment (HTA) particularly at the Committee for Cost-Effectiveness Assessment within the Central

Social Insurance Medical Council (Chuikyo) since FY2012. The trial introduction of Cost-Effectiveness Assessment was conducted, and the dialogue

will be continued in FY2018 towards a full-scale introduction. HGPI has continued its efforts to facilitate open discussions on HTA among multi-

stakeholders including industry, government, academia, and civil society. Since 2016, we have conducted several expert meetings entitled

“Rebalancing Healthcare Systems: Innovation and Sustainability” Series and provided policy recommendations.

April 14, 2017 Jointly Convened by CSIS and HGPI: Global Expert Meeting

A variety of domestic and foreign experts and stakeholders discussed ways to balance the high costs that accompany medical technology

developments brought on by innovation with the sustainability of the social security system – an issue that is currently under discussion all around

the world.

October 5, 2017 The 2nd Global Expert Meeting: The Current Status, Challenges, and Opportunities of HTA in Japan

A variety of domestic and foreign experts and stakeholders discussed the current status of HTA implementation in Japan, as well as future challenges

for HTA and its potential advantages. This meeting was held in a round-table format.

May 31, 2018 Preparatory Meeting: Issues Identified from the Trial Introduction of Cost-Effectiveness Assessment

At this Preparatory Meeting, as a kick-off for the main FY2018 Forum Series, we identified priority tasks to be addressed in the forums, based on the

results from the HGPI Global Expert Meetings held in FY2017 (April/October), as well as issues highlighted through the trial introduction of Cost-

Effectiveness Assessment, and subsequent discussions held at Chuikyo.

▶ Search “HGPI HTA Preparatory Meeting”

▶ Search “HGPI Drug Pricing Reform”

▶ Search “HGPI CSIS Sustainability”

▶ Search “HGPI 2nd global meeting HTA”

Health and Global Policy Institute 

Otemachi Financial City Grand Cube 3F 1-9-2, Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 JAPAN Tel: +81-3-4243-7156 Fax: +81-3-4243-7378 E-mail: info@hgpi.org

July 19, 2018 First Forum: “Technical Issues-Analysis and Appraisal Issues Identified

through the Trial Introduction of Cost-Effectiveness Assessment”

Based on the issue topics raised in the preparatory meeting, a roundtable discussion took place discussing the technical issues of Cost-Effective

Assessment at this forum. The schedules of the future forums within this series will be held as follows; Second Forum (September 2018): Issues for

Institutionalization - Introduction of Cost-Effectiveness Assessment, Its Impacts and Compatibility with Other Systems-, and Third Forum (October

2018): Public Understanding -Raising Public Awareness on the Meaning and Benefits of Cost-Effectiveness Assessment and Relevant Discussions-.

▶ Search “HGPI HTA First Forum”


