
2017年3月17日、ホテルニューオータニ・翠鳳の間にて、第36回特別朝食会「認知症PPP研究の成果報告と今後の国
際連携の展望について」を開催しました。

当機構は、日本医療研究開発機構（AMED: Japan Agency for Medical Research and Development）の助成により、
「認知症研究における国際的な産官学の連携体制（PPP）のモデル構築と活用のための調査研究」を実施しています。

今回の朝食会では、研究代表者である黒川清より、本研究の成果報告に加え、本研究を通じて検討を重ねたPPPのモ
デル案の提示や、当研究班が世界認知症会議（WDC: World Dementia Council）で得た国際的な認知症研究に関する
動静について説明したほか、認知症研究における日本を代表する専門家の皆さまと参加者で、今後の国際連携の展望
について議論しました。
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講演 黒川 清 日本医療政策機構 代表理事

黒川が委員を務めるWDCは、2014年にデービット・キャメロンイギリス首相（当時）の呼びかけで始まりました。
2013年G8サミットの議長国であったイギリスは、認知症をテーマに同年12月G8サミット厚生大臣会合を開催、翌年
にWDCを設立・開催することを決定しました。2016年には、イギリスのチャリティー団体資格を取得し、よりグロー
バルな活動を見据えて、“WDC Goes Global”を宣言しました。現在は、大きく5つのチーム（Care Team/Finance
Team/Integrated Development Team/Risk Reduction/Research, Open Science and Data Team）に分かれ、それぞ
れが当機構とも連携しています。
今回の朝食会では、本年2月にフランス・パリで行われた、最新のWDC会合での発表報告や会合で交わされた意見に
ついてもご報告しました。

また認知症ケアに対するロボットやICTの活用の可能性について言及しました。当日はソフトバンク社のロボット
「Pepper」にも登場いただき、黒川との対話をしながら、ロボットを活用した介護現場での取り組み事例の紹介や今
後の展望について会場の皆様にお伝えしました。

最後に本研究の成果報告を行いました。本研究では、多様な認知症研究ニーズを俯瞰しながら国際連携を視野に入れ
つつ、公的資金だけでなく民間資金も活用して、認知症研究を効果的かつ効率的に推進していくための PPP の在り方
を提案し、我が国における具体的な枠組みの構築と活用に繋げることを目指しています。
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Presentation                   Dr. Kiyoshi Kurokawa (Chairman, HGPI)

Dr. Kurokawa explained that the WDC was launched in 2014 by David Cameron, former Prime Minister of the United Kingdom. 
The United Kingdom hosted the G8 summit in 2013, including the G8 Health Ministers’ Meeting held that December. At that 
meeting, participants discussed dementia, and made the decision to launch the WDC in the following year. In 2016, the WDC was
accredited by The Charity Commission and declared that from that year forward, “WDC Goes Global.” Currently, the HGPI is 
collaborating with all five of the teams working in the WDC (Care Team / Finance Team / Integrated Development Team / Risk 
Reduction Team / Research, Open Science and Data Team).

Dr. Kurokawa gave a presentation at the WDC meeting held in Paris, France in February. During this breakfast meeting, he 
reported on his presentation, and shared the ideas discussed at the WDC with meeting participants.

Among those ideas, Dr. Kurokawa touched on the potential of robots and ICT for dementia care. Pepper, a robot created by 
Softbank, made a showing at the meeting. Pepper conversed with Dr. Kurokawa, and explained programs being implemented at 
nursing homes, as well as future prospects for care using robots.

Lastly, Dr. Kurokawa reported the outcome of dementia research.
Research is underway to  investigate models for global Public Private Partnerships (PPP) focused on dementia research, with the 
aim of identifying the best possible PPP models for Japan, and in the hope of potentially putting such models into practice.
In the Q&A session, participants and advisory board members exchanged ideas on the research project.

The 36th Special Breakfast Meeting was convened on March 17, 2017. Its theme was “Project Outcome of Dementia PPP Research 
and the Future of International Cooperation.” 

HGPI is conducting a research project, the “Initiative for the Advancement of Dementia Research and Social System Innovation 
through Global Public Private Partnerships (PPP).” This project is sponsored by the Japan Agency for Medical Research and 
Development (AMED)

In this breakfast meeting, Dr. Kiyoshi Kurokawa, the project’s lead researcher, shared the outcome of the project, talked about the 
PPP model that is being proposed as a result of the project and various discussions, and explained trends in international 
dementia studies that the project group heard about at a recent World Dementia Council (WDC) meeting.
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