
っており、WHOの統計によると、2015年には、世界で3950万人がNCDsに起因して死亡し、その数は全死因の約70%にのぼっていま
す。また、それらの死亡の4分の3は、低所得および中所得国で発生しており、喫緊のグローバルヘルス課題でもあります。

日本を含む先進国においても、下記のようなニーズが散見されています。
• NCDsの増加による疾病構造の変化に、保健医療システムが対応しきれていない（例：NCDsの増加は、患者さんや当事者
の自主的な疾病管理の必要性や、日常生活のなかで疾病と向き合う機会の増大を生み、より一層、患者さんや当事者の声が届
く制度設計の仕組みづくりが必要）
• NCDs分野でも、画期的な新薬や医療機器が創出されつつあるが、医療費の抑制も同時に求められており、イノベーショ
ンと医療システムの両立や維持が必要
• NCDs分野でのイノベーションの状況、医療システム全般への理解などについて、価値を共有・発信できる市民社会リー
ダーが、より一層必要
• NCDsが、低中所得国で多く発生しているグローバルヘルス課題であるという認識の周知が必要（例：先進国での課題解
決や教訓の事例の共有、先進国による低中所得国支援への具体的な支援が求められている）

このようななか、国際的にも、NCDs対策を促進するモメンタムは高まりを見せています。2009年に設立され、約2,000の市民団体や
学術団体が参画し、約170か国に展開する協働プラットフォームであるNCD Allianceの呼びかけもあり、2018年9月には、国連総会に
おいてNCDsをテーマとしたハイレベル会合が、2014年以来に開催されます（日本医療政策機構は、NCD Allianceの日本窓口として登
録されており、このモメンタムを推進しています）。NCDsを取り巻く課題や現状に対峙すべく、日本医療政策機構では、NCDsの各
疾病領域において、患者さんや当事者目線から各疾病における政策課題を抽出し、求められる政策を提言することが重要だと考えてい
ます。そのため、国内外の患者さんや当事者を含めた産官学民がフラットに結集し議論を重ねるグローバルフォーラムを開催すること
となりました。今回の第1回では、関係団体の協力のもと、糖尿病をテーマとし、患者さんや当事者目線から政策課題を抽出するため
に、グローバルフォーラム開催前の午前には、患者・当事者リーダー向けのワークショップ・意見交換会を開催致しました。

■患者リーダーなどによるワークショップの部
共催： 特定非営利活動法人 日本医療政策機構 （HGPI）

特定非営利活動法人 患者スピーカーバンク（KSB）
特定非営利活動法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会（J-CDSMA）
米国 Partnership to Fight Chronic Disease（PFCD）（慢性疾患対策パートナーシップ）

参加者：患者リーダー、次世代患者リーダー、海外患者リーダー、アカデミア、産業界など

ワークショップは「患者の課題を起点にマルチステークホルダーで考える糖尿病政策の次なる打ち手」と題し開催されました。グルー
プごとに異なるステークホルダー同士でディスカッションが行われたほか、海外患者リーダーや他疾患の患者リーダーも参加し、多様
な立場から患者視点の課題解決に向けた活発な議論が交わされました。

■フォーラムの部
開会の辞（ビデオメッセージ）
黒川清（日本医療政策機構代表理事）

患者リーダーによるワークショップ・意見交換会レポート
武田飛呂城（特定非営利活動法人日本慢性疾患セルフマネジメント協会 (J-CDSMA)事務局長）

基調講演1「厚生労働省の糖尿病対策について」
相原允一（厚生労働省健康局健康課課長補佐）

基調講演2「日本における糖尿病ケアと政策的課題」
植木浩二郎（国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター長）

スペシャルセッション「糖尿病をはじめとする非感染症疾患に対する国際協力」
ケニストープ（米国 Partnership to Fight Chronic Disease (PFCD)（慢性疾患対策パートナーシップ）代表理事）

パネルディスカッション「コミュニティにおける患者中心の糖尿病ケア・マネジメントの国際的潮流と展望」

市民社会のためのNCDグローバルフォーラム
糖尿病セッション

患者リーダーなどによるワークショップと国内外有識者によるグローバルフォーラムを開催

2018 年5 月29 日（火）

2018年5月29日（火）、日本医療政策機構は、「市民社会
のためのNCDグローバルフォーラム 糖尿病セッション『患
者リーダーなどによるワークショップの部』『フォーラム
の部』」を開催いたしました。心疾患、がん、糖尿病、慢
性肺疾患などに代表されるNCDs（Non-Communicable
Diseases：非感染性疾患）は、世界で主要な健康課題とな

特定非営利活動法人日本医療政策機構
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 3階 Tel: 03-4243-7156 Fax: 03-4243-7378 E-mail: info@hgpi.org

パネリスト： 植木浩二郎、オーレムルスコウベック（ノボノルディスクファーマ株式会社代表取締役社長）、

クリスティーナパーソンズペレス（NCD Alliance能力開発ディレクター）、ケニストープ、

能勢謙介（任意患者団体MYSTAR-JAPAN共同代表）、山﨑優介（広島市立安佐市民病院看護師／糖尿病看護認定看護師）

モデレーター：乗竹亮治（日本医療政策機構事務局長）



NCD Global Forum for Civil Society
Diabetes Session 
Patient Leader Workshops and Open Forum

May 29, 2018

Health and Global Policy Institute (HGPI) held the NCD Global
Forum for Civil Society, Diabetes Session - Patient Leader
Workshops and Open Forum on Tuesday, May 29, 2018.
Non-communicable diseases (NCDs) such as cardiovascular
diseases, cancers, diabetes, and chronic respiratory diseases,
have become a major health issue word-wide. According to

Statistics from the WHO, 39.5 million people died due to NCDs in 2015, accounting for approximately 70% of all causes of mortality. The fact that
three in four of those deaths occurred in low- to middle-income countries is also an urgent global health issue.

Even in developed countries including Japan, a scattering of issues remains:
•Healthcare systems are unprepared to respond to changes in disease structure due to increases in NCDs (e.g., the necessity for proactive
patient self-management and for the creation of policy development systems that further acknowledge patient voices)
•While innovative medications and medical devices are being continually created within the field of NCDs, cost rebalancing and
healthcare system sustainability are also necessary
•Civil society leaders who understand the importance of innovation in the field of NCDs as well as the overall healthcare system and can
share and communicate that value are in demand
•There is little recognition of the fact that NCDs are a global health issue (e.g., the necessity of sharing lessons learned and best practices
between developed and emerging markets, and the need for financial support from the global society)

Amidst these challenges, momentum is also mounting internationally for NCDs agenda advocacy, and voices are being raised by the NCD Alliance, a
collaborative platform established in 2009 and participated in by approximately 2000 civic society organizations and academic associations that has
expanded to around 170 countries. At the General Assembly of the United Nations in September 2018, another High Level Meeting focusing on the
theme of NCDs will be held, as has been done since 2014 (Health and Global Policy Institute (HGPI), registered as a Japan's official NCD Alliance
point-of-contact, is promoting this momentum).
In order to confront the current situation and its aforementioned issues, HGPI will hold global forums within each therapeutic area to crystalize
policy issues from patients’ perspectives, to propose necessary policies, and to bring together multi-stakeholders such as industry, academia, policy
makers, and civil society including patient leaders from both inside and outside Japan to amass discussion on a level playing field.
HGPI will work toward constructing a patient-centered healthcare system, taking an active role in planning from the points of view of patients and
will unearth civil society leaders able to disseminate policy issues who are additionally able to appreciate the value of innovation, are globally-
minded, and who understand the standpoint of global health.
To that end, at this first session focusing on diabetes, workshops and an opinion exchange were held for patient leaders along with a global forum,
and international civil society leaders took part in the workshops and opinion exchange, invigorating the discussions.

■ Patient Leader Workshops
Co-Organizers: Health and Global Policy Institute (HGPI)

Kanja Speaker Bank (KSB)
Japan Chronic Disease Self-Management Association (J-CDSMA)
Partnership to Fight Chronic Disease (PFCD)

Participants: Patient leaders, next-generation patient leaders, patient leaders from abroad, academia, members of industry, etc.

Group workshops were held entitled "The Next Move in Diabetes Policy, with Patients' Concerns as the Starting Point, Considered by Multi-
stakeholders." Among each group's various stakeholders, and with the added participation of patient leaders from abroad as well as from other
therapeutic areas, invigorating discussions were held to address patients' concerns from a variety of standpoints.

■Open Forum
Welcoming Remarks (pre-recorded)
Kiyoshi Kurokawa (Chairman, HGPI)

Report from Patient Leader Workshops and Opinion Exchange
Hiroki Takeda
(Executive Director, Japan Chronic Disease Self-Management Association (J-CDSMA))

Keynote Address 1: Diabetes Policy in MHLW
Masakazu Aihara (Deputy Director, Health Service Division, Health Service Bureau, MHLW)

Keynote Address 2: Japan’s Diabetes Care and Policy Issues
Kojiro Ueki
(Director, Diabetes Research Center, Research Institute, National Center for Global Health and Medicine (NCGM))

Special Session: Global Cooperation on NCDs Beginning with Diabetes
Kenneth Thorpe (Chairman, Partnership to Fight Chronic Disease (PFCD))

Panel Discussion: Global Trends and Future Outlook of Patient-Centered Diabetes Care and Management in the Community
Kojiro Ueki, Ole Mølskov Bech (President and Representative Director, Novo Nordisk Japan Ltd.), Cristina Parsons Perez 

(Capacity Development Director, NCD Alliance) , Kenneth Thorpe, Kensuke Nose (Co-Representative, Patients Group MYSTAR-

JAPAN ), Yusuke Yamazaki (Registered Nurse, Hiroshima City Asa Citizens Hospital)

Panelists:

Moderator : Ryoji Noritake (President, HGPI)

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


