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日本医療政策機構とは

非営利、独立、民間——そしてグローバル

日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）は、2004年に設立された非営
利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。

市民主体の医療政策を実現すべく、中立的なシンクタンクとして、幅広いステークホル
ダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してまいります。特定の政党、団体の立場に
とらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据え
た幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供します。日本国内はもとより、世界
に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、
これからも皆様とともに活動してまいります。

About Health and Global Policy Institute (HGPI) Non-profit, Independent, and Global
Health and Global Policy Institute (HGPI) is a Tokyo-based independent and non-profit health policy think tank, established in
2004.
Since establishment, HGPI has been working to help citizens shape health policies by generating policy options, and to bring
stakeholders together as a non-partisan think-tank. The mission is to improve the civic mind and individuals’ well-being and to
foster a sustainable healthy community by shaping ideas and values, reaching out to global needs, and by catalyzing society for
impact.
We commit to activities that bring together relevant players in different fields, in order to provide innovative and practical
solutions, and to help interested citizens understand choices and benefits in a global, broader, and long-term perspective.

Top Global Health Policy Think Tanks 2017

Japan Health Policy NOW（JHPN）

世界4位のシンクタンクに

世界で唯一、日本の医療政策の「いま」を発信中

ペンシルバニア大学発表の「世界のシンクタンクランキング」に

日本の医療政策に関する情報を日・英、2か国語で発信する世界

9年連続ランクイン。“Global Health Policy”部門で世界第4位(前回6

で唯一のプラットフォームを構築。世界が注目する日本の医療政

位）、“Domestic Health Policy”（国内医療政策：自国に関する取り

策の概要と基本情報、最新情報などを発信します。

組み）部門では、世界第3位（前回11位）。いずれもアジアで1位、 ▶「JHPN」で検索
日本から唯一ランク入りしました。

Your Source for the Latest on Japanese Health Policy
www.japanhpn.org

▶「HGPI 世界ランク」で検索

Global Health Policy Think Tank Worldwide
4th in the World

The only centralized platform in the world on Japanese health
policy available in both Japanese and English.
▶ Search “HGPI JHPN”

HGPI was ranked 4th among global health policy think tanks
worldwide in University of Pennsylvania’s 2017 Global Go To
Think Tank Index Report, published January 2018. HGPI has
been in the ranking for nine consecutive years placing HGPI
amongst leading policy organizations.
▶ Search “HGPI Ranking”

JHPN is committed to addressing this need by delivering:
• Factual information about the Japanese health system
• Commentary on the recent health policy agenda
• Resources for those who want to learn more about
Japanese health policy

Top Global Health Policy Think Tanks(2017)
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2018.03.13-14
第12回世界認知症審議会 2025年に向け、認知症国際施策重点分野を設定
当機構代表理事の黒川が委員を務める世界認知症審議会（WDC: World Dementia Council）
第12回会合を、WDCとの共催で開催しました。本会合で日本の取り組みを紹介したほか、
今後の活動を加速するための重点分野について協議し、「啓発」「リサーチ」「ケア」
「リスク軽減」の4分野にフォーカスしていくことで合意しました。

WDC12: World Dementia Council12
Review the international dementia agenda and progress towards the
2025 ambitions
The 12th meeting of the World Dementia Council (WDC) was convened jointly with
HGPI in Japan. Dr. Kiyoshi Kurokawa, Chairman of HGPI has been appointed as the
member. During that meeting, Members agreed to focus on four areas: awareness,
research, care, and risk reduction.
2018.03.15
第1回日英認知症会議 認知症の日本の現状と国際連携のあり方
第12回世界認知症審議会のサイドイベントとして、日本経済新聞社とFinancial Timesが主
催した本会議に、WDCと共に協力団体として参加。代表理事の黒川清が議長を務めまし
た。国内外から認知症施策における産官学のステークホルダーが一堂に会し、日英にお
ける知見を共有するとともに、国際的なPPPの構築と活用について具体的に議論しました。
▶「HGPI日英認知症会議」で検索

Japan-UK Dementia Conference
Japan's current situation and the importance of international
collaboration in combatting dementia
The conference was organized as a joint project involving HGPI , the WDC, Nikkei,
and the Financial Times. In conjunction with the conference itself, the plan was to
gather together stakeholders in the issue of dementia countermeasures
representing industry, government, and academia in Japan and overseas. They
shared knowledge from Japan and the UK, and discussed in concrete terms how to
create and made use of international PPPs.
▶ Search “ HGPI Japan-UK Dementia”
2018.02.24
医療政策サミット2018
12年連続開催 今年の医療政策「アジェンダ」が生まれる場
医療界、アカデミア、政府、企業、メディア等から医療政策に関わるトップリーダーが
一同に集結——「医療提供体制のあるべき姿と保険者機能の強化」、「持続可能性」、
「保険医療の未来」という3つの切り口から、これらに向き合うビジョンや喫緊の課題に
ついて白熱した議論が展開されました。▶「HGPI サミット2018」で検索

Health Policy Summit 2018
Leading the World: Japan’s Approach to Solving Health Issues
The Summit provided an opportunity for health policy experts, including healthcare
professionals, academia, ruling and opposition legislators, ministry officials,
business persons and journalists to discuss a long-term vision of health care,
debate current health policy issues, and address these issues from three
approaches: sustainability, global health, and the future of health care.
▶ Search “Health Policy Summit 2018”
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2018.03.22
調査報告

働く女性の健康増進に関する調査2018

女性が、妊娠や出産・子育て、就労の継続等、ライフプランを主体的に選択するだけでなく、社会への貢献を実現するためにも、健康
は重要な要素のひとつです。しかし、女性自身の健康知識や、健康増進に対する社会の支援は、まだ十分とは言えません。
そこで当機構では、就労女性2,000名を対象に、女性に関するヘルスリテラシーと女性の健康行動や労働生産性、必要な医療へのアクセ
スとの関連性を調査しました。
▶「HGPI 女性の健康 2018」で検索

Survey Report

Research Report on Women's Health 2018

Health is an essential element for women to take charge of their own life plans, including when they become pregnant, when
they raise children, where and how they work, and how they make contributions to society. However, social support for the
improvement of knowledge and behaviors related to women's health, and the promotion of women’s health in general, is still
insufficient.
HGPI conducted a survey targeting 2,000 working women. Results were analyzed to test associations between levels of health
literacy and health behaviors, work productivity, and access to healthcare.
▶ Search “HGPI Women’s Health 2018”
調査結果を受けての我々の見解

調査結果のポイント
 女性に関するヘルスリテラシーの高さが、仕事のパフォーマンスの高さに関連
 女性に関するヘルスリテラシーの高さが、望んだ時期に妊娠することや不妊治療の機会を失することがな
かったことに関連
 女性に関するヘルスリテラシーの高い人は、女性特有の症状があった時に対処できる割合が高い
 女性に多い病気のしくみや予防・検診・治療方法、医療機関へ行くべき症状を学ぶニーズが高い
 企業の健康診断が、定期的な婦人科・産婦人科受診に貢献

Key findings

 High health literacy was associated with high work performance
 High health literacy was associated with being able to plan pregnancies and the use of infertility
treatment
 Women with high levels of health literacy were more likely to seek treatment for health symptoms that
are specific to women
 There is high need for education on the mechanisms, prevention, screening, and treatment of diseases
that are common among women, as well as when to consult a doctor about these diseases
 Health check-ups organized by workplaces encourage women to make regular visits to
obstetricians/gynecologists
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2018.02.08
世論調査 2017 日本の医療に関する世論調査
当機構では、国民が求める医療や医療政策課題等に関する国民の意識・意見を把握するため、2006年から世論調査を実施しています。
2017年は、当初から継続的に調査を行ってきた医療・医療制度に対する満足度に加え、昨今話題となっている、受動喫煙対策やセルフ
メディケーション税制、リフィル処方せんなどについても調査を行いました。
▶「HGPI 世論調査 2017」で検索

Public Opinion Survey Healthcare Policy Survey Report in 2017
HGPI has been undertaking regular surveys of public opinion on healthcare issues since 2006 in order to gain a better
understanding of public perceptions and a better awareness of the health services and health care policies that the public
desires. Continuing on from previous surveys, the 2017 survey included questions on the level of satisfaction that the public
feels with the current healthcare system. In addition, the survey included questions on pressing issues such as measures to
prevent passive smoking, the self-medication tax deduction system, and refill prescriptions.
▶ Search “HGPI Public Opinion Survey 2016”

調査結果のポイント
 医療制度に対する全般的な満足度は半数を割る
 特に、制度決定への市民参加の度合いと制度決定プロセスの公正さに対する満足度が低い
 飲食店における受動喫煙対策について、半数が飲食店の広さに関係なく全面禁煙を求める
 電気加熱式たばこについて、健康への影響が明らかになっていなくても、66%が早急に受動喫煙対策の対象と

することを求める
 「セルフメディケーション税制」について、約9割が知らない
※セルフメディケーション税制とは、健康診断等を受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除
が受けられるようにしたものです。

Summary of survey results
 Respondents were divided on their general level of satisfaction with the healthcare system.
 In particular, there is low satisfaction in the degree of citizen participation in institutional decisions, and
the fairness of decision-making processes in the healthcare system.
 About half of respondents backed a full ban on smoking in eating and drinking establishments,
irrespective of the establishment’s floor space.
 66% of respondents believe that e-cigarettes should be targeted in preventive measures against passive
smoking.
 89% of respondents were unaware of the self-medication tax deduction system.
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2018.4.18

2018.03.06

医療政策アカデミー

イブニング・セミナー

医療政策エキスパートによる白熱講義

国際保健と多様なキャリアの在り方

2015年より、医療政策の基礎知識をつけたい方を対象に、医療政

WHOをはじめとした多数の国際機関、NGO、政府等でグローバル

策の重要なエッセンスを提供する連続講座を実施しています。

ヘルスに関する政策・戦略立案に従事したロバート・マーテン氏

2018年4月より第6期がスタートいたしました。

をお招きし、多様なステークホルダーとの協働のご経験をお話し

▶「HGPI アカデミー」で検索

いただきました。そして会場の皆様と、日本の国際保健人材に必
要とされる要素、期待される活躍の場やキャリア形成について、

Health Policy Academy

Health Policy 101

グローバルな視点から議論しました。

HGPI has been offering a program entitled “Health Policy
101” for those who wish to gain a basic understanding of the
health policies in Japan. We started as the 6th series in April
2018.
▶ Search “HGPI Regional Healthcare”

▶「HGPI 国際保健キャリア」で検索

Evening Seminar Diverse Careers in Global Health
Mr. Robert Marten talked about
his varied career engaged in
global health policy and strategy
planning where he experienced
the importance of finding
common ground with various
stakeholders.
▶ Search “HGPI Diverse Careers”

2018.01.11
第67回 定例朝食会

2018年の新たなビジョン

当機構代表理事の黒川より、日本だけではなく、世界の潮流を踏まえ、医療政策をはじ
めとする2018年のビジョンについて講演しました。▶「HGPI ビジョン2018」で検索

Breakfast Meeting

New Vision for 2018

Dr. Kiyoshi Kurokawa, Chairman of HGPI, who presented his new vision for 2018.
▶ Search “HGPI New Vision 2018”

2017.12.26

2018.02.06
第68回 定例朝食会
保険者機能の強化について ～健康保険組合の視点から～

第66回 定例朝食会
医療ビッグデータを活用した保健医療システム
～デンマークの事例と日本の展望～

全国に約1,400ある健康保険組合（以下、健保組合）の連合組織
として、保険者機能の充実・強化に向けた活動を支援している、

デンマーク出身の医師、欧州製薬団体連合会会長のオーレ ムルス

健康保険組合連合会から楠田晋也氏を迎え、健保組合の実態や具

コウ ベック氏と慶応義塾大学教授の宮田裕章氏をお招きし、デン

体的な取り組みについて

マークの医療情報システムと日本の保健医療情報政策の展望につ

ご講演いただきました。

いてご講演いただきました。

▶「HGPI 保険者機能」で検索

▶「HGPI デンマーク医療」で検索

Breakfast Meeting
Breakfast Meeting
Strengthening Insurer Functions

Big Data in Healthcare Systems

– The Perspective of the National Federation of Health
Insurance Societies –

Dr. Ole Mølskov Bech, Chairman of European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations, Japan (EFPIA
Japan), and a doctor from Denmark, delivered a lecture on
how his home country uses Big Data in its medical
information system. Prof. Miyata, Professor at Keio University
talked about the outlook for healthcare information systems
in Japan.
▶ Search “HGPI Danish Healthcare”

– The Danish Experience and its Implications for Japan –

Mr. Shinya Kusuda, Chief of the Social Security Research
Group in the Planning Division of the National Federation of
Health Insurance Societies (Kenporen). Mr. Kusuda talked
about systems for the delivery of healthcare in Japan, and the
strengthening of insurer functions.
▶ Search “HGPI Strengthening Insurer Functions ”
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2017.09.06

2017.10.31

第63回 定例朝食会

提言白書出版 認知症の社会的処方箋

これからの地域保健医療と健康増進政策

認知症当事者や認知症分野に携わる医療従

東海大学の教授であり、そして厚生労働

事者や研究者、政策担当者、NGO関係者等

省 社会保障審議会 医療保険部会の委員

に向けて、早期発見・早期診断の重要性に

でもある堀真奈美氏をお招きし、地域に

関して改めて理解を深めてもらう機会を提

おける保健医療のあり方、健康増進政策

供することを目的とし、本白書を作成しま

についてご講演いただきました。▶「HGPI 健康増進政策」で検索

した。

Breakfast Meeting
The Future of Regional Healthcare
Systems and Health Promotion Policies

Publication
A Social Prescription for Dementia

▶「HGPI 認知症白書」で検索

This white paper aims to fill the knowledge gap about
dementia, investigate the current situation, and offer
opportunities for interested parties, health professionals,
researchers engaged in the field of dementia, policymakers,
and NGO personnel to once more deepen their
understanding of the importance of early detection and
diagnosis.
▶ Search “HGPI Dementia white paper”

Dr. Manami Hori, Professor at Tokai University and member
of the Committee on Health Insurance of the Social Security
Council of Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW)
talked about the future of regional healthcare systems and
health promotion policies.
▶ Search “HGPI Regional Healthcare”
2017.11.14

第3回AMRグローバル専門家会合 アクションプラン推進に向けて取るべき施策
厚生労働省主催の国際会議「Tokyo AMR One-Health Conference」のサイドイベントとして
開催し、今後のAMR対策の課題や対策における産学連携、今後の日本がとるべき方針な
どについて議論しました。

▶「HGPI 第3回AMR」で検索

The 3rd AMR Global Expert Meeting
Side Event at the Tokyo AMR One-Health Conference
Measures Should Be Taken to Achieve Action Plan
This meeting was aligned with the “Tokyo AMR One-Health Conference”, which was held by MHLW of Japan. Issues included
future challenges of the global action plan for AMR, industry-government-academia cooperation, and the policies Japan needs
to adopt in the future were discussed by guests in attendance. ▶ Search “ HGPI The 3rd AMR”
2017.11.27

2017.10.27

第65回 定例朝食会
職場から考える健康・医療

第64回 定例朝食会
認知症とともによりよく生きる社会に向けた
アクションプラン

～健康経営の取り組み～

世界の認知症国家戦略、特に認知症の人にやさしいまちづくり
経済産業省の富原 早夏氏より、健康経営の推進に向けたこれまで

の動向に明るい慶應義塾大学 大学院教授堀田聰子氏と、VRを活

の取り組みと、この取り組みを通じた企業や社会の変化や、現在

用した“認知症の一人称体験”事業の株式会社シルバーウッドの

の課題、そして今後の方向性等についてご講演いただきました

下河原忠道氏をお招きし開催しました。

▶「HGPI 健康経営」で検索

▶「HGPI 認知症 VR」で検索

Breakfast Meeting
Viewpoints on Healthcare from the Workplace
– Strategies for Health and Productivity Management–

Breakfast Meeting
Action Plan Towards
a More Dementia Friendly Society

Ms. Sayaka Tomihara, Assistant Director of METI talked about
the initiatives that have been conducted up until now for
health and productivity management. She also presented on
changes in companies and society brought about by these
initiatives, as well as current issues in health and productivity
management, and trends toward the future.
▶ Search “HGPI Healthcare from workplace”

Dr. Hotta, a professor of the Graduate School of Keio
University introduced trends related to integrated community
care systems around the world. Mr. Shimogawara, a social
entrepreneur and President of Silver Wood Co., Ltd.
introduced the idea of allowing the public to experience
dementia first-hand through the active use of virtual reality
(VR) technology. ▶ Search “HGPI Dementia VR”
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2017.10.05
第2回医療システムと持続可能性グローバル専門家会合
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
～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～
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。
▶「HGPI 第2回 医療技術評価」で検索

The 2nd Global Expert Meeting
Rebalancing National Health Systems:
“Innovation and Sustainability” Series – The Current Status, Challenges,
and Opportunities of Health Technology Assessment (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.
▶ Search “HGPI The 2nd HTA”
2017.09.22

2017.08.01

第39回 特別朝食会

リデザイニング・トーキョー
都市デザインとコミュニティーの健康
グローバル多分野協働イブニングカンファレンス

医療提供体制と地域医療
当機構の理事も務める自治医科大学学長永井良三氏より、地域に
おける医療提供体制のあるべき姿や医療提供者の偏在等について、

英国のシンクタンクである（UD/MH: アーバンデザイン・アン
ド・メンタルヘルス・センター）と共催で、コミュニティヘルス

知見を語っていただきました。

や都市計画に関する最新の世界的潮流やイノベーションをテーマ

▶「HGPI医療提供体制」で検索

とし、開催しました。
▶「HGPIリデザイニング・トーキョー」
で検索

Special Breakfast Meeting
The Medical Care Provision System and Regional
Healthcare

Redesigning Tokyo
Urban Design for Community Wellbeing
A Global Multi-Disciplinary Evening Discussion

Dr. Ryozo Nagai, President of Jichi Medical University, and a
board member of HGPI, shared his insights and predictions
about the improvement of regional medical care provision
systems as well as the uneven geographic distribution of
health care providers in Japan.
▶ Search “HGPI Medical Care Provision”

Joined the Centre for Urban Design and Mental Health and
HGPI for an evening of multi-disciplinary presentations:
"Learn about cutting edge global trends and innovation in
planning and design for community wellbeing" and so on.
▶ Search “HGPI Redesigning Tokyo”

2017.07.21
第2回AMRグローバル専門家会合
AMRアクションプラン策定から一年 ～国内外におけるAMR政策の進展と、新たな課題～
日本政府の「薬剤耐性（AMR）アクションプラン」策定から1年が経過した第2回会合で
は、問題解決に向けたより具体的な政策論点を整理し、グローバルかつマルチステーク
ホルダーによる議論を通して、日本国内外で引き続き推進すべきAMR対策に関する政策
議論の場となりました。▶「HGPI 第2回AMR」で検索

The 2nd AMR Global Expert Meeting
Post G7 Ise-Shima Summit:
– Reflecting upon Japan’s National Action Plan and Addressing Next Steps for Global Antimicrobial Resistance –
One year after the enactment of Japanese "National Action Plan on Antimicrobial Resistance (AMR)", the 2nd meeting provided
an opportunity for open multi-stakeholder discussions to identify key achievements after the G7 Ise-Shima Summit as well as
remaining challenges and the specific policy agenda to be addressed moving forward. ▶ Search “HGPI The 2nd AMR”
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プロフェッショナルな知見の提供 政府会議などにも広がる活躍の場
日本医療政策機構の主要メンバーは、政府会議などにも参画し、政策提言はもちろん、
医療政策の新たな視点を常に発信し続けています。

▶「HGPI リーダー」で検索

■政府などにおける主な役職
• 黒川 清：世界認知症審議会 委員、内閣官房 健康・医療戦略参与ほか
• 小野崎 耕平： 厚生労働省 保健医療政策担当参与ほか
• 武藤 真祐： 厚生労働省情報政策参与ほか

Expertise in the field Advisory to the Governmental Entities
HGPI senior members hold various titles in the government and global health society.

▶ Search “HGPI Leader”

■ The role of the government
Kiyoshi Kurokawa: Member of the World Dementia Council, the Healthcare Policy Advisor to the Cabinet Secretariat
Shinsuke Muto: the information policy Advisor to the Ministry of Health, Labour and Welfare.
Kohei Onozaki: the Health Policy Advisor to the Ministry of Health, Labour and Welfare.
メディア掲載実績

アジェンダの設定力——そして発信力

多様なメディアを通じて、常にアジェンダを発信し、政策の選択肢を提起することで、アジェンダの設定で終わることなく、地球規模
の健康・医療課題の解決をすべく、社会にインパクトを与え続けます。

▶「HGPI メディア」で検索

Media Coverage From Agenda Setting to Agenda Shaping
HGPI’s projects and agendas have been covered by various media both in Japan and the world.

▶ Search “HGPI Media”

■主な掲載メディアとテーマ／講演など（2017年4月～ 2018年4月／ほか多数）
日経新聞
日英認知症会議特集「世界の課題に向き合う」

日経新聞
健康意識の高い女性、「仕事力」高く 民間調査

BS JAPAN
知られざる認知症 世界の取り組み 日本の現実～日英認知症会議～

日経産業新聞
健康×ITの企業促す 組織発足、米NPOと連携

週刊ダイヤモンド（ダイヤモンド社）
確定申告、医療費控除の新特例を「9割が知らない」調査の波紋

読売新聞
市販薬購入控除９割が知らず

月刊基金（社会保険診療報酬支払基金）
医療保険制度を取り巻く動向と保険者への期待

the japan times
Aiming for truly universal health coverage

President
「100歳まで健康」生活習慣病に効く「AI医療」の凄い威力

Tabacco Free Summit Tokyo2017

global coalition on aging
Digital siilver forum showcases ealth, technology, and business
innovation for $15 trillion silver market

第32回 国際アルツハイマー病協会国際会議
次世代に継承したい知識と知恵

女性の健康を考える国際シンポジウム
女性の健康増進が社会にもたらす影響

medifax web
AMR対策で政策提言 医療政策機構・専門家会合

日刊薬業（株式会社じほう）
持続可能なイノベーション、環境整備「官民一体で」

Nikkei モーニングプラス、BSジャパン

繋がりがつくりだす『タバコのない社会』:『地域』×『健康』

セルフメディケーション税制について

当機構の活動は個人や法人の皆様のご寄附を中心に運営されております。皆様の温かいご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。※当機構は「認定
NPO法人」として認定されております。当機構に対するご支援は、一般のNPO法人への寄附と比べ、税制優遇措置が拡大されます。

HGPI conducts its work with financial support from foundations and companies as well as individual members both domestic and international. Your
continued support enables us to continue its activities as a non-profit, independent think tank. We would greatly appreciate your generous support.
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