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市民主体の 療政策を実現する医

Multi Stakeholder

Independent



議論し、責任ある決定をする、成熟した民主主義プロセスの確立が不可欠です。そのような考えで、私

たちは医療や健康政策「ヘルスポリシー」の提言に取り組む、政府から独立した「シンクタンク」とし

て活動しています。

世界に類を見ないスピードで進展するわが国の少子高齢化、不透明感を増す経済環境、そしてグローバ

リゼーション・IT化の進展、医療技術の進歩、疾病構造の変化など、生活環境が激変しています。急速

に変化している世界の政治経済なかで、人々の健康を守り、増進する「ヘルスポリシー」は、どこの国

にとっても非常に大事な課題です。国連の「Millennium Development Goals」にもよく反映されてい

るように、これは地球規模の問題であり、経済大国の一つとして世界から日本の貢献が期待されていま

す。医療をめぐる課題についてのprinciple（基本的理念、普遍的な原理原則）を理解した上での大きな

ビジョン、グランドデザイン、具体的政策立案と実行力が必要とされているのです。

現在、日本医療政策機構は3つの柱を中心に活動を展開しています。政策論議のプラットフォームや、

基礎となるデータ・論点を提供する医療政策ユニットに加え、市民医療協議会は、市民・患者による政

策実現プロセスへの参画を支援しています。さらに、グローバル・ヘルス・ユニットは、感染症や母子

保健などMDGsのコアである地球規模の健康・医療課題の解決に向けて、G8サミットを支援するグ

ローバル・ヘルス・サミットを開催しています。

このような私たちの取り組みをご理解いただき、これまで私たちが発表してきた調査や政策提言を評価

していただき、そのうえで、今後開催するシンポジウムやセミナー等にご参加いただき、皆様と意見交

換をしていきたいのです。そこから、具体的な政策提言を生み出し、実現へ向け前進していきたいと考

えています。

代表理事

1.  代表理事ご挨拶
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日本医療政策機構（Health Policy Institute, Japan; HPIJ）は、「市民主体の医療政策の

実現」を目指す、非営利・中立の民間シンクタンクとして、2004年に設立されました。

それ以来、医療を巡る状況は大きく変わりました。社会不安が増す中で、高齢化の進展

や健康意識の向上ともあいまって、医療に対する国民の関心は大いに高まりました。し

かし、官庁のみが政策を作っていた従来の仕組みは、これに有効な解決策を与えること

ができず、限界を迎えています。真に国民が必要とする医療を実現するためには、幅広

いステークホルダーを巻き込み、客観的なデータに基づいた政策の選択肢をオープンに



Agenda shaping

Global

Pursuit of Excellence



この一年、世界同時不況により社会不安が一気に広まり、医療への関心が一層高まり

ました。政権選択の選挙を前に、医療政策の議論が活発化した一年でもありました。

こうした時代の要請に応えるべく、日本医療政策機構では3つの領域に注力して活動を

進めてまいりました。そのハイライトをご紹介させていただきます。

2.  副代表理事ご挨拶
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第一は、国内医療政策。第四回目となる医療政策世論調査では、不況の影響が如実に表れ、特に若者を

中心に将来の医療費の支払いに大きな不安を抱えていることが明らかとなりました。将来ビジョンを提

示せず、給付と負担のバランスに関する厳しい議論を避け、将来世代につけを回してきた帰結が数字に

表れ始めています。与野党のトップが集った今年度の「医療政策サミット」ではこの問題が正面から取

り上げられ、「マニフェストで問うべき3つの医療政策課題」を次の衆議院選挙までに提示すべく、当

機構で「医療政策国民フォーラム」を立ち上げることが確認されました。日本を代表するメンバーを結

集して、与野党とも活発な議論を行うことで、医療政策の新たなPlan-Do-Check-Actionのサイクルの構

築に寄与できればと願っております。

第二は、市民と患者の医療政策参画。がん領域を中心に今年も目覚ましい進展がありました。日本医療

政策機構では、国と地方のがん政策審議会の委員を一堂に会し、「がん政策サミット」を9月に開催し

ました。委員が互いにベスト・プラクティスを学び合うワークショップを開催し、地域横断の共通政策

課題で力を合わせることを確認し、与野党のトップと政策協議を行う重要な仕組みができました。今後

は、こうした手法を、脳卒中、心臓病、糖尿病など医療全般に広げていければと考えております。

第三は、グローバル・ヘルス、すなわち地球規模の健康課題。2008年度は、G8サミット議長国として

日本のリーダーシップが問われる一年でした。日本医療政策機構では、2008年2月にグローバル・ヘル

ス・サミットを世界銀行と共催し、政策提言を社会に広く提示。その後、TICADおよびG8サミット本

会議を通じて日本の取り組みを支援。その後は、次の議長国であるイタリアへの継承を支援すべく、

2009年2月にローマで第二回グローバル・ヘルス・サミットを共催いたしました。気候変動と並ぶ地球

規模課題であるグローバル・ヘルス、今後も積極的に日本が果たすべきリーダーシップのあり方につい

て発信していきたいと考えております。

こうした活動で成果を出すためには、経営基盤の強化も重要な組織課題です。2008年度には、上記3つ

の重点領域、①国内医療政策、②市民医療協議会、③グローバル・ヘルスについて、正式な組織ユニッ

トを設立し、それぞれのユニット長の指揮のもと、機動的な運営が可能となる機構改革を行いました。

また、会員と助成金の増加に努め、2008年度の総収入は、対前年度比で3割増）となりました。世界的

な不況が続く中、気を緩めず、さらなる経営基盤強化に励みたいと存じます。

今後とも、ご支援の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。

副代表理事／事務局長

近藤 正晃ジェームス



写真上左より（肩書きは全て2009年2月当時）：
江利川毅氏（厚生労働事務次官）/竹嶋康弘氏（日本医師会副会長）/土屋了介氏（国立がんセンター中央病院病院長）/
長谷川三枝子氏（日本リウマチ友の会会長）/吉川洋氏（東京大学大学院経済学研究科教授）/田原総一朗氏（ジャーナリスト）
/鴨下一郎氏（自民党衆議院議員）/福島豊氏（公明党衆議院議員）/山田正彦氏（民主党衆議院議員）

3. 医療政策―2008年度活動報告

2008年度活動の概要
「政治」と「世論」を軸に活動を展開。与野党リーダーとの討論会や政策勉強会などで重要課題を議論す
るとともに、政策提言企画などを展開。また医療報道が急増するなか報道各社からの要望に応え「メディ
アワークショップ」を開催、医療政策の重要課題について議論した。

医療政策サミット
その年の医療政策の重要課題（アジェンダ）を議論し設定する会議「医療政策サミット」。医療界、政界、
官界、学界、産業界、市民・患者、メディアなど、様々な分野から各界を代表する日本の医療政策分野の
リーダー約100名が参加し、深い議論を行う。（2009年2月）
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日本の医療に関する2009年世論調査
国民が真に求める医療政策とは何か―日本医療政策機構では、国

民が求める医療制度や、その根幹となる設計理念を明らかにすべ
く、2006年から全国の有権者を対象とする世論調査を実施。4回目
となる2009年も大きな反響を呼んだ。

主な報道（抜粋）
• 「『医療費払えない』86％が『不安』若い世代中心に増加」
（2009/2/20 NHK「おはよう日本」）

• 「後期高齢者医療で民間調査 70代以上が制度を最も支持」
（2009/2/20 共同通信）

• 「医療費不安 2年で5割増」（2009/2/22 朝日新聞朝刊）
• 「朝まで生テレビ！激論！ド～する？！医療崩壊」出演
（2009/2/27 テレビ朝日系）

ほか全国25以上の媒体で報道

朝食討論会（法人会員限定）

与野党のリーダーに、医療政策の重要課題についてお話しいただきディスカッションを行う会議。当機
構の法人会員企業、理事、相談役などの参加のもと、活発な議論が展開された。
• 第1回「医療政策の緊急課題」（2008/6/2 衛藤晟一参議院議員／自民党厚生労働部会長）
• 第2回「民主党の新たな医療政策」（2008/7/2 足立信也参議院議員／民主党政調副会長）

メディアワークショップ（ジャーナリスト向け）
• 第1回「日本の医療に関する2008年世論調査」（2008/6/2）
• 第2回「がん対策の格差と好事例」（2008/10/10）

健康投資社会とパーソナルヘルス
• 「少子高齢化に伴う人口減社会を克服するための健康投資社会の実現を目指して！」
（2008/7/14 共催：筑波大学）

• 「パーソナルヘルス・シンポジウム－ウェルネスと予防のイノベーションに向けて」
（2009/2/3 共催：筑波大学／コンティニュア・ヘルス・アライアンス）

「健康投資社会とパーソナルヘルス」

会場の様子
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勉強会（一般向け）
• 「ブレア改革とその後－英国の医療制度改革と日本への示唆」（2008/9/10 富塚太郎氏 ロンドン大学
衛生熱帯医学大学医院・経済政治学大学院）

定例朝食会
オピニオンリーダーを招き、カジュアルな議論の場を隔月で提供。
• 「グローバル・ヘルスにおける日本の貢献」（2008/5/22 道傳愛子氏 NHK解説委員）
• 「『医療の質』を測る」（2008/7/10 福井次矢氏 聖路加国際病院院長）
• 「仙台市の新型インフルエンザの取り組み」（2008/9/4 岩崎恵美子氏 仙台市副市長）
• 「これからの外科医、これからの日本の医療」（2008/11/13 大木隆生氏 東京慈恵医大外科教授）
• 「医療の基本へ立ち戻る時～新年を迎えて」（2009/1/7 黒川清 当機構代表理事）
• 「医療政策は選挙で変える」（2009/3/19 権丈善一氏 慶應義塾大学商学部教授）

「医療政策―新政権への緊急提言」シリーズ
総選挙を前に、オピニオンリーダーの意見をウェブサイトで公開（以下抜粋）
• 伊藤雅治氏（全国社会保険協会連合会理事長）
• 永山治氏（中外製薬株式会社取締役社長）
•信友浩一氏（九州大学大学院医学研究院医療システム学分野教授）
• 兪炳匡氏（ロチェスター大学医学部助教授）
• 吉川洋氏（東京大学大学院経済学研究科教授）
• ルードヴィヒ・カンツラ氏（マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン）
• 和地孝氏（テルモ株式会社代表取締役会長）

政党インタビュー2008
主要政党の厚生労働部会長など医療政策のトップに「HPIJ政党インタビュー」を実施。
• 衛藤晟一氏 参議院議員／自民党厚生労働部会長「医学部定員増と財源の確保を」
• 渡辺孝男氏 参議院議員／公明党厚生労働部会長「地域医療を支える政策が必要」
• 山田正彦氏 衆議院議員／民主党「次の内閣」厚生労働大臣「アメリカ型市場経済では、医療は破綻」
• 小池晃氏 参議院議員／共産党政策委員長「医療は成長産業。医療政策に方向転換を」
• 阿部知子氏 衆議院議員／社民党政策審議会長「日本を『医療立国』にするために」

「医療政策クラークシップ」（協力：東京大学医療政策人材養成講座）
全国の医学生を対象とした医療政策立案プログラム。第6回となる本年は、「たばこ対策」をテーマ
に実施。

定例朝食会
左：福井次矢氏/右：道傳愛子氏

医療政策クラークシップ
左：会議風景/右：石井みどり参議院議員に提言を提出
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3.市民医療協議会―2008年度活動報告

2008年度活動の概要
がん政策情報センターの開設、がん政策サミットの開催、ペーシェント・ユニバーシティーの実施、
UICC海外研修の引率などを行い、患者・市民主体の医療政策の実現に寄与した。

市民医療協議会の理念

がん政策情報センター 慢性疾患政策情報センターチャネル

プロジェクト

政策実現

アドボカシー・
プラットフォーム

Cancer Control（一部09年度に実施） Chronic Disease Control（09年度に実施） Others

がん政策サミット

ペーシェント・ユニバーシティー （患者リーダー養成講座）

地域協働プロジェクト

好事例（ベストプラクティス）の共有
地域格差の可視化

患者委員などの人的ネットワーク

慢性疾患国際患者会シンポジウム

国際連携支援 （国際患者団体との共同シンポジウムやワークショップ／海外研修）

患者・市民主体の医療政策の実現
患者・市民が医療政策決定プロセスを主導することにより、最上の医療を社会全般に実現する

戦略

がん政策情報センターウェブサイト 慢性疾患政策情報センターウェブサイト

アドボカシー支援ウェブサイト

心疾患国際キャンペーン患者意識調査

写真：
ペーシェント・ユニバーシティの様子
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写真上左より（肩書きは全て2008年9月当時）：
石井みどり氏（自民党参議院議員）/浜四津敏子氏（公明党参議院議員）/仙谷由人氏（民主党衆議院議員）/前田光哉氏（厚生労
働省がん対策推進室長）/（中左・下左）活発に議論するサミット参加者/（中右）がん政策情報センターウェブサイトイメージ/（右下）
各地から集まった患者関係者委員

がん政策情報センター開設
患者支援部門である市民医療協議会内に「がん政策情報センター」を開設。ウェブサイトでのがん政策情
報の発信やメーリングリストでの意見交換を開始した。また、「がん政策サミット2008」では、各都道府
県の患者関係者委員や政策立案者が結集し、今後のがん政策について活発な議論を交わした。

 がん政策サミット開催
各県の患者関係委員が一堂に会し、日本のがん対策について議論（2008/09/27-28）

• 20県から31人の患者関係委員が参加
• 各地のがん対策における好事例を共有
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 ペーシェント・ユニバーシティ
患者会など市民医療団体のためのリーダーシップ講座を実施
• 4講座を開設（2008/09-2008/12）

-リーダーシップ論／ファシリテーション・スキル
-ファンドレイジング・スキル／コミュニケーション・スキル

• 各回、約20団体から約35人が参加

 UICC海外研修
国際対がん連合（UICC）国際がん会議にがん患者リーダーを引率（2008/08-2008/09）

• 3人のがん患者リーダーが参加（スイス・ジュネーブ）‐予防・早期発見／タバコ規制／標準治療／ア
ドボカシー活動などを議論

• 欧州患者リーダーと意見交換会を実施（スイス・バーゼル）‐欧州でのアドボカシー活動の歴史や好事
例を議論

写真：
UICC海外研修の様子

 主な報道
「兵庫県のがん対策推進計画 高い数値目標、達成に課題」（2008/05/08 神戸新聞）
「知っていますか？あなたの町のがん政策」（2008/06/04 NHK生活ほっとモーニング）
「がん対策推進計画 協議会の委員『患者の声反映』5割」（2008/06/21 日本経済新聞）
「がん医療、奈良で遅れ 市民公開シンポ 最高対策推進計画を」（2008/08/04 奈良新聞）
「がん医療考えよう 来月14日千葉で 患者らシンポ開催」（2008/08/25 毎日新聞）
「がん患者・家族が連携強化 東北の9団体 仙台でシンポ」（2008/10/03 河北新報）
「がん政策サミットから＜上＞成果上げる官民連携」（2008/10/07 宮崎日日新聞）
「がん政策サミットから＜下＞医療格差の是正必要」（2008/10/21 宮崎日日新聞）
「沖縄のがん計画『後進的な内容』」（2008/10/11 沖縄タイムス）
「地方発がん政策実現へ 都内で20都道府県 患者ら『サミット』」（2008/10/28 愛媛新聞）
「地域差目立つ推進計画」（2008/12/03 北海道新聞）
「がん対策に地域差 日本医療政策機構が採点」（2008/12/08 新潟日報）
「がん診療拠点支援の輪 均てん化へ病院・患者・行政一体」（2009/01/05 愛媛新聞）
「窓 論説委員室から 使われない予算」（2009/02/04 朝日新聞）
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マーガレット・チャン
WHO事務局長

ジウリオ・トレモンティ
イタリア経済財務大臣

2008年度活動の概要
日本がG8サミットの議長国をつとめた2008年は、2月に各界のリーダーを結集して「グローバル・ヘル

ス・サミット」を開催、世界が取り組むべきグローバル・ヘルス課題を提言した。その活動を継承する形
で、2009年2月には、日本の次のG8サミット議長国であるイタリアにおいて、「グローバル・ヘルス・
フォーラム」を共催。イタリアのトレモンティ経済財務大臣を議長に、WHOのチャン事務局長、イタリ
アの各界リーダーを交え、G8への政策提言を行った。日本でもフォローアップの活動を展開、2010年の
サミット議長国カナダとの対話にも着手した。

グローバル・ヘルス・フォーラム
イタリア・ローマにてグローバル・ヘルス・フォーラムをアスペン・インスティテュートと共催。イタリ
アのトレモンティ経済財務大臣、WHOマーガレット・チャン事務局長、エジプトのエル・ガバリー厚生
相をはじめ、国際保健の世界的リーダーや各国政府の代表者、国際NGO、国際支援に積極的な民間企業
等が参加した。7月のG8サミットでのアジェンダに向けて「保健システム強化や保健分野での官民連携」
「ワクチン開発のための新たな資金メカニズム」などについて協議を行った。

3. グローバル・ヘルス―2008年度活動報告

写真：
グローバル・ヘルス・フォーラムの様子
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シンポジウム
• グローバル・ヘルス・エキスパート・ミーティング（2008/11/29,30・ベラッジオ、イタリア）
• 多機関協働グローバルヘルス会議（2009/1/17・東京）
• グローバル・ヘルス・フォーラム（2009/2/13・ローマ）共催：アスペンインスティテュート・イタリア
• イタリア外務省主催G8 and Beyond会議（招聘）（2009/6/22・ローマ）

主な報道
• 「国際保健支援強化のカタリストとしての日本」（2009/2/12 The Japan Times）
• 「イタリアG8サミット：グローバル・ヘルスの重要な岐路」（2009/2/14 The Lancet）
• 「最貧国への医療支援『国際連帯税』に参加を」（2009/4/3 読売新聞）

写真：
（上段）グローバル・ヘルス・フォーラム
（中段左）「イタリアG8サミット：グローバル・ヘルスの重要な岐路」（2009/2/14 The Lancet）
（中段中、右）エキスパート・ミーティング
（下段）ウェブサイトイメージ（©World Vision Japan）

Annual Report 2008 | 15



医療政策

埴岡健一

理事
市民医療協議会
共同議長
がん政策
情報センター長

J&J勤務ののち自民党参院選挙区支部長、

同政策企画などを経て現職。法政大学卒、
ハーバード大学公衆衛生大学院修了（医
療政策）。

患者・市民の立場から政策提言を
行う「患者アドボケート」の育成ペー
スを速め、国と地方自治体の医療
政策を動かす。「がん政策情報セン
ター」を拡大し、地域の好事例を作
る「地域発：がん対策協働プログラ
ム」も進める。新しく「慢性疾患政策
情報センター」を開始し、対象領域
を拡大する。そして、最適・最良の
医療が全国に広がる“均てん化”を
実現する。

地球規模課題の代表例の一つで
あるグローバル・ヘルス。途上
国の医療提供支援と感染症対策
を中心に、世界で年間2兆円が投
入されている。その大部分をG8
諸国が拠出。G8はどの医療課題
に資金提供すべきか、G8各国の

シンクタンクと連携して、世界
的に発信していく。

坂野嘉郎

グローバル・ヘルス・
ユニット
担当マネージャー

4. 2009年度の計画

いよいよ総選挙の年となる本年
は、「医療政策国民フォーラ
ム」を通じた与野党のマニフェ
スト（政権公約）や選挙後の新
政権に対する提言をつうじ、重
要課題の設定に注力する。また
医療におけるITやイノベーショ

ン、たばこ政策といった日本の
重要課題にグローバルな連携の
もと取り組む。

市民医療協議会 グローバル・ヘルス

小野崎耕平

副事務局長

「医療政策国民
フォーラム」
プログラム
ディレクター

日経ビジネスNY支局長、骨髄バンク事務

局長、日経メディカル編集委員を経て、
2008年より現職。大阪大学卒。

JPモルガン証券勤務を経て日本医療政策
機構へ参画。2008年より現職。東京大学

卒、ハーバード大学公衆衛生大学院修了
（医療政策）。

5. ウェブサイト／出版

ウェブサイトにて、イベント情報や資料を公開中。

本部ウェブサイト
www.healthpolicy-institute.org/

プログラム別ウェブサイト
•市民医療協議会 www.kanjakai.org/
• がん政策情報センター www.ganseisaku.net/
• 慢性疾患政策情報センター www.manseishikkan.org/
• グローバル・ヘルス www.global-health-summit.org/

ニュースレター「Healthy Debate」発行

当機構の活動内容をまとめたニュースレター「Healthy Debate」

を、衆参国会議員や政府・国際機関関係者などの医療政策決定者
の方々に配布
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2004年

• 4月 内閣府の認可を受け、特定非営利活動法人東京先端医療政策センターとして設立

第1回医療政策クラークシップ開催 *以後毎年開催

2005年

• 3月 シンポジウム：「少子化と女性の健康」（共催：東京大学医療政策人材養成講座）

特定非営利活動法人日本医療政策機構と改称

• 7月 シンポジウム：「患者が求めるがん政策：わが国で整備すべき患者向け情報は何か」

永田町に事務所開設

• 8月 シンポジウム：「再生医療-臨床応用への道筋」（共催：東海大学）

• 10月 第1回朝食会 *以後隔月で開催

• 12月 シンポジウム：「日本の医療制度をどう再設計するか」（共催：言論NPO）

2006年

• 2月 第1回医療政策サミット開催 *以後毎年開催

「日本の医療に関する世論調査」*以後毎年実施

• 3月 第2回がん患者大集会後援

• 12月 シンポジウム：「再生医療臨床応用に向けた制度的課題」

2007年

• 4月 シンポジウム：「心疾患医療政策への患者参画」（共催：株式会社富士通総研）

• 7月 水天宮事務所開設・市民医療協議会立ち上げ

• 11月 シンポジウム：「21世紀のウエルネスとイノベーション」（共催：筑波大学）

• 12月 ワークショップ：「都道府県がん政策ワークショップ」（共催：American Cancer Society）

2008年

• 2月 第1回グローバル・ヘルス・サミット開催（共催：世界銀行）

グローバル・ヘルス・ユニット立ち上げ

• 3月 シンポジウム：「心疾患国際患者会シンポジウム2008」

• 6月 第1回朝食討論会開催

第1回メディアワークショップ開催

• 9月 シンポジウム：「がん政策サミット」

2009年

• 2月 シンポジウム：「グローバル・ヘルス・フォーラム」（共催：Aspen Institute Italia）

6. 当機構の歩み

写真：これまでの登壇者
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名称 特定非営利活動法人日本医療政策機構（Health Policy Institute, Japan; HPIJ）

所在地 （事務局）

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 7階

TEL 03-5511-8521    FAX 03-5511-8523

（市民医療協議会）

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-5-3 3階

TEL 03-5614-7796    FAX 03-5614-7795

役員 代表理事 黒川 清

副代表理事 近藤 正晃ジェームス

理事 澁澤 健

理事 マイケル・デブリン

理事 埴岡 健一

理事 廣井 良典

理事 吉田 裕明

監事 大 毅

7. 法人概要

382
815

2,146

3,316

2006 2007 20082005

12

22

30
33

2006 2007 20082005

収入の推移 個人会員数

法人会員等*

(¥1,000)

*ご賛助をいただいている企業、財団、団体等

48,983

61,447

128,578

169,152

2006 2007 20082005
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8. 決算情報

I. 経常収入の部
1. 会費収入
2. 寄付金・助成金収入
3. 事業収入その他

経常収入合計

II. 経常支出の部
1. 事業費

医療政策に関する調査研究事業費
医療政策に関する政策提言事業費
医療政策に関する人材育成事業費
医療政策に関する情報交流事業費
医療などの調査研究の受託事業費

事業費合計
2. 管理費

経常支出合計

経常収支差額

III. その他資金収入の部
その他資金収入合計

IV. その他資金支出の部
その他資金支出合計

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

（単位：円）

4,580,000
147,040,950
17,531,203

169,152,153

4,793,335
46,120,608
2,652,877

22,306,558
8,764,528

84,637,906
18,310,933

102,948,839

66,203,314

0

1,790,200

64,413,114
35,938,109

100,351,223

（単位：円）

I. 資産の部
1. 流動資産
2. 固定資産

資産合計

II. 負債の部
1. 流動負債
2. 固定負債

負債合計

正味財産

111,478,799
9,348,131

120,826,930

11,127,576
0

11,127,576

109,699,354

財産目録
（平成21年3月31日現在）

収支計算書
（平成20年4月1日から21年3月31日まで）
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特定非営利活動法人日本医療政策機構
 事務局

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 7階

TEL 03-5511-8521    FAX 03-5511-8523
URL: www.healthpolicy-institute.org
E-mail: info@healthpolicy-institute.org

 市民医療協議会

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-5-3 3階

TEL 03-5614-7796    FAX 03-5614-7795

URL: www.kanjakai.org

Email: info@kanjakai.org
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