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ミッション
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すること

行動指針
Independent
p
特定の政党、団体の立場にとらわれず、中立性
性を堅持する
Multi-stakeholder
幅広いステークホルダーを結集し、フラットな
な議論の場を提供する
Agenda Shaping
市民にとって最も重要な課題を特定し 活発な
市民にとって最も重要な課題を特定し、活発な
な議論を促す
Global
グローバルな視野を保ち、世界の医療政策分野
野のリーダーと協業する
Pursuit of Excellence
政策提言のみならず、あらゆる活動において最
最高水準の質を目指す
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市民主体の 医 療政策を実現する

Independent

Multi Stakeholder

1. 代表理事ご挨拶

日本医療政策機構は、「市民主
主体の医療政策の実現」を目指す、非営利・中立・超党
派の民間シンクタンクとして、2004年に設立されました。以来、国民が真に必要とする
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
ンに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ある、とい
いう考えのもとに活動を展開してきました。

Photo: Tetsuo SAKUMA

2009年は歴史的な政権交代が起
起こり、医療政策議論も転機を迎えた年でした。少子高
齢化が進み 増加の 途を辿る
齢化が進み、増加の一途を辿る
る医療費を捻出するための財源の確保 医療 介護 健
る医療費を捻出するための財源の確保、医療・介護・健
康関連産業の成長に求められる
る科学技術政策や規制改革など、課題が山積する中で、
明確なビジョンに基づいた具体的
的政策立案と実行力が求められています。今こそ、市
民主体の議論プラットフォームを
を確立し、政策決定プロセスに働きかけていくことが求
められているのです。

私たちはそのような問題意識から、欧米のトップシンクタン
ンクのように政策提言を広く国民に公開し、その是非を
問い 国の政策に反映させるべく活動を行ってきました。重要医療政策課題に対して客観的なデ
問い、国の政策に反映させるべく活動を行ってきました。
重要医療政策課題に対して客観的なデータに基づい
タに基づい
た調査研究活動を行い、政策の選択肢を提示するととも
もに、様々なイベントやフォーラムを通じ、幅広い分野の
声が反映される、開かれた政策議論の場を構築していま
ます。
現在、日本医療政策機構は3つの柱を中心に活動を展開
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に加え、市民医療協議会は、市民・患者の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・ヘルスは、感染症や
や母子保健など国連「ミレニアム開発目標（Millennium
Development Goals）」のコアである地球規模の健康・医
医療課題の解決に向けて、海外のシンクタンクと連携し
ながら活動を展開しています。
国民の声が政策に反映されるシステムの実現に向けた事業の運営のためには、多くの方々のご支援・ご協力
が不可欠です。私たちの取り組みをご理解いただき、是非
非、今後開催する様々な事業にご参画とご支援をお待
ちしています。皆様と意見交換をし、そこから、具体的な
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。医療政策についての新たな政策提言・実
実現プロセスの確立を皆様とともに目指していければ幸
いです。
代表理事
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Agenda shaping

Global

Pursuit of Excellence

2. 2009年度の3ユニット活動総括
2009年度は、民主党による新政権が発足し、政策決定プロ
年度は、民 党 よる新政権 発足し、政策決定 ロセスのあり方について国民の関心が一層高まった一年
あり方
国民 関心
層高ま た 年
間でした。限られた財源をいかに有効に使うべきかについて
て議論が交わされ、高齢化社会が進んでいく中で社会保
障・医療政策のあり方を幅広い視点から検討する基盤が構
構築されつつあることは喜ばしいことです。そのような展開
を受け、日本医療政策機構では、「国内医療政策」「市民と患
患者の医療政策参画」「グローバルヘルス」の3つの領域
において活動を推進して参りました。
ていただきます。
以下、各活動領域における成果のハイライトをご報告させて
国内医療政策
党派や立場を超えたあらゆるステークホルダーが結集し、新たな医療政策検討のプロセスを創造する民間有識者
会議として、医療政策国民フォーラムを開催しました。本フォ
ォーラムでは、衆議院選挙前に「マニフェストで問うべき3
つの重要課題」を発表、日本の医療政策が優先課題として
て位置付けるべき項目を明確にしたとりまとめを各政党や
国会議員に提言しました。また、2月に開催した「医療政策サ
サミット」には、与野党のリーダーが集まり、新政権のリー
ダーシップの下に日本が医療立国を追求する上で取るべき
き施策について多角的な議論を行いました。このように、
国内医療政策領域では、幅広い領域のリーダーによるオー
ープンな議論を通じて、限られた財源の中で国民が求め
る医療の姿を描き出し、具体的な政策決定プロセスに反映さ
させて参りました。
市民と患者の医療政策参画（市民医療協議会）
患者・市民が医療政策決定プロセスを主導することを目的と
とした「市民医療協議会」の運営は3年目を迎え、従来の
「がん政策情報センター」プロジェクトに加え、「慢性疾患政
政策情報センター」プロジェクトを立ち上げ、疾病横断的に
医療政策議論への患者・市民参画を推進する基盤を構築しました。「がん政策サミット」や「脳卒中政策サミット」の
開催においては与野党のリーダーと市民が医療政策の協議をする取り組みが広がり、また新人議員を対象とした
「がん対策議員勉強会」の開催などを通じて、立法府、各政
政党、新政権などとの連携も強化して参りました。また、患
者リーダー間でベストプラクティスを共有するためのがん地
地域協働プログラムや、海外研修など具体的なプログラム
を拡充し、市民・患者という重要ステークホルダーによる医療
療政策参画に寄与して参る所存です。
グローバル・ヘルス
2010年は、グローバル・ヘルス、すなわち地球規模の健康問題を議論する枠組みに大きな変化のあった年でした。
従来、グローバル・ヘルス領域においてはG8諸国が大きな
な役割を果たしていましたが、新興国の台頭を受けて、
G20を始めとする新たな国々に求められる役割は拡大して
ています。日本医療政策機構は、2009年に英王立国際問
題研究所（Chatham House） 、米戦略国際問題研究所（C
米戦略国際問題研究所（C
CSIS）と共に 「G8プラス・グローバル・ヘルス・シンクタン
ク・コアリション」を組織し、3団体が中心となって他のG8/G20を代表するシンクタンクとの連携を深める横断的な協
てグローバル・ヘルス課題を議論する初の民間による国
力体制を構築し、2010年にはG20諸国のリーダーを招聘して
際会議「What‘s Next for the G20?」をロンドンにて開催予
予定です。こうした積極的な事業展開は国際的にも高い評
価を受け、日本医療政策機構は、米・ペンシルバニア大学による2010年の世界のシンクタンクランキング医療政策
部門でトップ10入りを果たしました。
機
シンクタンクを日本にて実現することを目指して活動して
日本医療政策機構は、設立以来、世界トップクラスの政策シ
参りました。各領域において際立った成果を出すためには、
、卓越した人材の確保は最重要課題であり、様々な領域
から志を共にした個人が集まり、よりよい医療を目指して切
切磋琢磨しあい、またそれぞれが成長・活躍できる道を進
んでいくという領域横断的な人材輩出サイクル～レボルビン
ングドア（回転扉）～を確立しています。設立5年が経った
今、若手からシニア層まで、卓越した人材が日本医療政策機
機構に集まり、切磋琢磨し、またその経験を通して飛躍・
成長の道を歩むという人材輩出メカニズムが構築されてきて
ていることも特記させていただきます。
また、財務基盤の強化のため会員・助成金の増加に努めた
た結果、個人会員・法人会員・財団・政府など幅広い方々
からのご支援をいただき 設立6年目にして総収入は約2億44千万円に到達しました（対前年度比4割増）
からのご支援をいただき、設立6年目にして総収入は約2億4
4千万円に到達しました（対前年度比4割増）。
「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
クとして、幅広いステーク ホルダーを結集し、社会に政策
の選択肢を提供する」というミッションの実現のために、日本
本医療政策機構は今後ますます意欲的・革新的な取り組
みに挑戦して参ります。
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。
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3. 医療政策―2009年度活動報告
2009年度活動の概要
歴史的な政権交代を契機に、超党派・中立のシンクタンクと
として活動を展開。与野党リーダーとの討論会や、マル
チステークホルダーによる民間有識者会議の場「医療政策
策国民フォーラム」を運営し、各政党がマニフェスト（政権
公約）で問うべき重要課題などについて提言をとりまとめた
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
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
界、産業界、市民・患者、メディアなど、様々な分野から各界
界を代表する日本の医療政策分野のリ ダ 約200名
界を代表する日本の医療政策分野のリーダー約200名
が参加し、深い議論を行う。（2010年2月）
民主党政権発足を受け、新政権から、枝野幸男行政刷新
新担当大臣、長妻昭厚生労働大臣、鈴木寛文部科学副
大臣、古川元久内閣府副大臣、津村啓介内閣府大臣政務官らが参加。（肩書きは2010年2月当時）
主な報道（抜粋）
• 「“むだ削減 政策に優先順位”」 （2010/02/11 NHKニュ
ュース）
• 「患者満足度の基準統一も
「患者満足度 基準統 も 長妻氏、是非含め検討」（20
長妻氏 是非含め検討 （ 010/02/11 共同通信）
共 通信）
• 「『患者の満足度』基準統一も 長妻厚労相」（2010/02/122 産経新聞）ほか

写真上左より（肩書きは全て2010年2月当時）：
ユナイテッドヘルス・グループ副社長/
小宮山 洋子 氏（民主党 衆議院議員）/サイモン・スティーブンス氏（ユ
鴨下 一郎氏（自由民主党 衆議院議員）/枝野 幸男氏（行政刷新担当
当大臣）/井伊 雅子 氏（一橋大学国際・公共政策大学院 教授）/
内田 健夫氏（日本医師会 常任理事）/西村 周三 氏（京都大学 副学長
長）/鈴木 寛氏（文部科学副大臣）/津村 啓介氏（内閣府 大臣政務官）/
長妻 昭氏（厚生労働大臣）/ブライアン・バイルズ 氏（ジョージワシント
トン大学 教授）/古川 元久 氏（内閣官房 国家戦略室 室長/内閣府 副大臣）
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 日本の医療に関する2010年世論調査
日本医療政策機構では、国民が求める医療制度や、その根
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。
5回目となる2010年は、雇用・景気の低迷が続いていること
とや、政権交代後発の年であることなどを踏まえ、1)医療
に対する満足度や不安、2)新政権の医療政策、3)経済成長
長と社会保障の選択と成長産業への期待などについて、
特に重点的に調査した。
主な報道（抜粋）
• 「将来の医療費支払い 80%が不安感 若い世代に多い
い」（2010/02/09 NHKニュース）
• 「経済成長と社会保障、優先順位巡り、意見がきっ抗―
―民間調査」（2010/02/09 日本経済新聞社）
• 「医療費に『不安』7割 NPO調査」（2010/02/22 朝日新聞
聞）

 医療政策国民フォーラム
民間非営利の超党派シンクタンクである日本医療政策機構
構が運営する、 医療政策の検討や提言を行う民間有識
者会議として 医療政策国民フ
者会議として、医療政策国民フォーラムを開催。党派や立
ラムを開催 党派や立
立場を超えたあらゆるステ クホルダ が結集し 健全な
立場を超えたあらゆるステークホルダーが結集し、健全な
議論「Healthy Debate」を展開する新たな医療政策検討の
のプロセスを創造する場として、医療分野における重要政
策課題について議論を行い、提言をまとめた。衆議院選挙
挙前の6月には「マニフェストで問うべき３つの重要課題」を
発表、各政党や衆参国会議員などに提言した。
主な報道（抜粋）
• 「医療政策機構が各党に提言 急性期医療に予算の集中
中投資を」（2009/06/24 共同通信）
• 「マニフェスト選挙に新風？独立系民間会議、医療政策
マ フェスト選挙に新風？独立系民間会議、医療政策で意見書」 （2009/07/03 日経ビジネス）
• 「医療政策国民フォーラム 厳しい意見相次ぐも民主に一
一定の評価 自・公・民のマニフェストを検討」
（2009/08/10 Japan Medicine）

立場や党派を超えて、
国民にとって最も重要
な論点を示す。

2009年衆院選を前に各
党・国会議員に提言した
「マニフェストで問うべき
3つの重要課題」は大き
な反響を呼んだ
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 メディアワークショップ（ジャーナリスト向け）
メディアワ クショップ（ジャ ナリスト向け）
• 「たばこ政策」メディア勉強会（2009/12/10）

 緊急集会「たばこ政策の重要課題―健康増進と価
価格政策」
たばこ税増税の議論が活発になってきたことを踏まえ、2009年12月7日、都市センターホテル（東京都千代田区）におい
格政策」を開催。各界のキーパーソンが集結し、健康増進と価格
て、緊急集会「たばこ政策の重要課題―健康増進と価格
政策両面の視点から、たばこ増税の意義を再認識し、たばこ政策推進に向けた機運を高める役割を果たした。また、本
集会の模様はNHKニュース
集会の模様はNHKニュ
ス、共同通信47ニュ
共同通信47ニュース
ス、共同
共同
同通信映像ニュ スほかで報道された。
同通信映像ニュースほかで報道された。

 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
で提供。
• 「『複雑系』から読み解く医療システム」（2009/05/20 中田力氏 カリフォルニア大学 教授）
• 「ありがとうを集めよう。夢のある介護と医療」（2009/07/01 渡邉美樹氏 ワタミ株式会社代表取締役会長・CEO）
• 「総選挙の総括と新政権の展望」（2009/09/03 岩﨑賢一
一氏 朝日新聞記者・岡田広行氏 週刊東洋経済編集部）
• 「英国の医療改革と日本への意味合い」（2009/11/11 武内和久氏
武
厚生労働省）
• 「市民主体の医療政策の実現へ向けて ～政権交代、新
新年を迎えて」（2010/1/7 黒川清 当機構代表理事）
• 「新政権の医療政策」（2010/03/17 梅村 聡 氏 参議院議員）
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3. 市民医療協議会―2009年度活動報告
2009年度活動概要
「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
り、最上の医療を社会全般に実現する」とのミッションを掲
げ、2008年度に立ち上げた「がん政策情報センター」プロジェクトの拡充と、がんの事業モデルを踏襲した「慢性疾
患政策情報センター」プロジェクトを始動させた。
門性を持ち合わせたスタッフ13名が、ユニット長・埴岡健一
期中に職員の公募を行い、様々なバックグラウンドと専門
の指導のもと、プロジェクトの推進に努めた。
全国各地で患者さんが積極的に関わる「都道府県がん対策条例」制定の動きが見られたり、国の政策に提言を行う
などの社会変容も認められ、我々の活動が微力ながらも社
社会に貢献できている とを実感できる1年となった。
社会に貢献できていることを実感できる1年となった。

がん政策情報センター/ 慢性疾患政
政策情報センター プロジェクト概要
がん政策情報センター/慢性疾患政策情報センターでは、全
全国のがん・脳卒中・心疾患・糖尿病に関わる医療の「均
てん化（全国あまねく質の高い内容が提供されること）」のた
ために、「人的ネットワークの形成」「地域格差情報・ベスト
プラクティス（成功事例）の共有」「アドボカシー（提言活動）の
の強化」などを支援していく。
人的ネットワークの形成
がんにおいては、各都道府県のがん対策推進協議会の患者
者関係委員を始めとした委員の方々、各地のボランティア、
地元の医療機関で医療に従事する方々、地域の行政や政
政治に関わる方々の地域に密着した人的ネットワークの形
成促進を支援する。また、ネットワークが地域を越えて横に
に広がり、情報や成功体験の交換が行われることを応援す
る。
脳卒中・心疾患・糖尿病においても、各地で活躍してる人々
々のネットーワークを構築し、その交流を支援する。こうして
疾患対策に意欲的に取り組む方々の地域に根ざした全国ネ
ネットワークの形成が進むことを支援していく。
地域格差情報・ベストプラクティス（成功事例）の共有
医療の「均てん化」のためには 地域格差の是正が必要であ
医療の「均てん化」のためには、地域格差の是正が必要であ
ある しかしながら 今はまだ地域格差があることすら 患
ある。しかしながら、今はまだ地域格差があることすら、患
者・市民の皆さんに十分知られていない。がん政策情報セン
ンター/慢性疾患政策情報センターでは、一般市民の方に
もわかりやすく、医療格差の情報を発信していく。
地域格差の是正には、他の先行事例や創意工夫事例を学
学ぶことも有効である。各地で生まれている疾患対策のベ
ストプラクティス（成功事例）を共有するための、情報収集、公
公開、普及にも努めていく。
“アドボカシー（提言活動）”の支援
アドボカシーという英語にぴったりとくる日本語はまだない。アドボカシーとは、あるテーマが社会において優先事項と
して取り組まれるよう、その重要性を訴える声をあげることを
を意味している。例えば、がん対策アドボカシーとは、言い
換えれば、がん対策の“応援団”である。ここでは、仮に「提
提言活動」としておく。がん対策が進展するためには、がん
対策に関するアドボカシーが活発になり、広がることが重要
要だと考えられる。
がん対策のアドボカシー活動をする人は、患者、医療関係者
者など、さまざまな立場がありえるが、現在、多くの地域で、
患者（家族、遺族）の立場でアドボカシーをする人々が、がん対策の強化をリードするようになってきた。地域のがん
対策が進展するには、こうしたアドボカシーの活動が深まる
ることが大きな役割を果たすだろう。これらは、他の疾患に
おいても同様である。
アドボカシ を強化するには 地域の政治家や行政担当者
アドボカシーを強化するには、地域の政治家や行政担当者
者とのコミ ニケ ションの方法 自分たちの意見の上手な
者とのコミュニケーションの方法、自分たちの意見の上手な
まとめ方などを学ぶことが、有効と考えられる。がん政策情
情報センター/慢性疾患政策情報センターでは、各地のアド
ボカシー活動の事例紹介、成功体験を持つ仲間からの学習
習機会や基礎的トレーニングの提供などを行い、地域に根
ざしたアドボカシーの浸透を側面から支援していく。
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■がん政策サミット開催 (2009/5/16,17
(2009/5/16 17 2009/10/33,4)
3 4)
目的:

全国のがん対策推進協議会・がん患者関係委員、がん対策担当者(都道府県庁)、
がん診療連携協議会委員が一堂に集い
い、がん対策の好事例を学びあい、各地に
広めるきっかけとする
2009春(2009/5/16,17)
「がん対策提案書を作成する」
がん対策推進協議会委員37名
県庁担当者
メディア、支援企業担当者他
国会議員, 厚生労働省担当者、新聞記者
者他
国会議員へ提出する提案書

テ マ:
テーマ:
参加者数:

登壇者:
アウトプット:

2009秋(2009/10/3,4)
「地域の条例・施策・予算」
「地域の条例
施策 予算」
がん対策推進協議会委員33名
県庁担当者 県議会議員
メディア、支援企業担当者他
国会議員、 厚生労働省担当者,新聞記者他
条例制定のために「私が今からできる」
できることリスト

ワークショッ
プの様子

集合研修の様子

■がん地域協働プログラム
地域のがん対策活動を支援し、好事例のモデルケースとし
しての普及を図る。
•

•

本プロジェクト: 3件、各400万円（年間）
‐ 支援患者発・宮城版 退院時サポートプロジェクト（宮
宮城県）
‐ 『府民へ届け！大阪ならではのがん情報』
援をめざして～（大阪府）
～効果的ながん対策の実現と患者・家族・府民の支援
‐ コミュニティにおけるがん患者支援プロジェクト（高知
知県）
ゆりかごプロジェクト: 9件、各100万円（年間）支援

■脳卒中政策サミット～患者参画の実現に向けて～ 開催 （2009/10/10）
目的:

「脳卒中対策基本法」成立に向けて、マル
ルチステークホルダーで、政策課題の共有、
及び脳卒中対策法制化の意義を議論す
する
国連大学エリザベス・ローズ国際会議場
場
患者さん、患者支援者、国会議員、行政
政担当者、医療提供者、ジャーナリスト等
国会議員による、超党派による法案提出
出の公言

会場:
参加者:
アウトプット:

日本脳卒中協会
文部科学副大臣
専務理事 中山博文氏 参議院議員 鈴木寛氏

全国脳卒中者友の会
連合会 事務局長
坂口正徳氏

参議院議員
石井みどり氏
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■海外研修の実施
国際会議や国際学会などにがん患者リーダーを引率し、
国際会議や国際学会などにがん患者リ
ダ を引率し、世界最新事例を共有した。
• European Society for Medical Oncology (ESMO),, 2009/9/20‐24, Berlin
• International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO), 2010/2/23‐25, Istanbul

■国会議員勉強会の開催 (2009/10/5)
新人議員を対象とした「がん対策議員勉強会」に、議員・秘
秘書76人が出席し、活発な議論が交わされた。

写真中上: 内閣府特
特命担当大臣 衆議院議員 仙谷由人氏、 同右上:参議院議員尾辻秀久氏、
同右下厚生労働省
省 がん対策推進室長 鈴木健彦氏、 同中下: 日本医療政策機構 埴岡健一

■「がん患者意識調査」実施 (2009/11～12)
がん関連の患者団体に所属しているがん患者・経験者と
とその家族を対象とした、がん医療政策に関する意識調
査を行った（有効回答数1,618件）。
そこから、3つの痛み「 経済的な痛み」「こころの痛み」「か
からだの痛み」 が浮き彫りになった。
また同調査から、がん患者関係者のたばこ対策に関する
る意識の高さも認められた。
主な報道（抜粋）
「がん患者7割費用負担大きい」（2010/3/1 NHK）
「がん治療費、年133万円、患者7割『負担大きい』、NPO
O調査」
（2010/3/15 日本経済新聞）
「疼痛ケア『受けたことがない』が約6割 」
（2010/3/2 医療介護CBニュース）
「たばこ対策強化95%が賛成 がん患者や家族アンケート」
（2010/4/9 中国新聞）
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3. グローバル・ヘルス―2009年度活動報
報告
2009年度活動の概要
国際保健課題への世界的な取り組みは、主にはG8の枠組
組みの中に位置づけられてきたが、新興国の存在感が
増す今日、G8のみならずG20諸国が連携し、継続的に課題
題解決に向けて取り組むことが必要とされている。
そこで、日本医療政策機構は、2009年に英王立国際問題研究所（Chatham House） 、米戦略国際問題研究所
（CSIS）と共に 「G8プラス・グローバル・ヘルス・シンクタン
ンク・コアリション」を組織し、3団体が中心となって他の
G8/G20を代表するシンクタンクとの連携を深める横断的な
な協力体制を築いた。当コアリションを中心とし、G8/G20
の枠組みを捉え直し、新たな協力体制のもとで国際保健課
課題に立ち向かうべく、2010年にはG20諸国のリーダー
を招聘しての国際会議「What‘s
を招聘しての国際会議
What s Next for the G20?」を
G20?」をロン
ンドンにて開催予定である。
また、国内では、国際保健分野で中心的役割を果たす政界
界、財界、学界、NGO等のリーダーが参画する、グロー
バル・ヘルス協議会を組織。各ステークホルダーとの連携を
を通じ、日本からのグローバル・ヘルス分野を担う人材
輩出に向け、調査研究活動を行った。

 グローバル・ヘルス・サミット
現在、途上国の医療提供支援と感染症対策に対して世界
界で年間約2兆円が投入されており、その大部分をG8諸
国が拠出している。世界不況の中でも、G8諸国による国際
際保健課題への拠出が効果的に継続されることを目的
に、日本医療政策機構ではその年のG8議長国のリーダー
ーに働きかけを行うべく、2008年には東京で、2009年に
はイタリア・ローマで「グローバル・ヘルス・サミット」を開催し
した。その成功を踏まえ、G8だけでなくG20諸国が連携
して国際保健課題に立ち向かうべく、国際会議「What‘s Neext for the G20?」をChatham House 及びCSISと共催
するためのパートナーシップを構築した。3回目のグロー
ーバル・ヘルス・サミットの位置づけとなる当会議は、
G8/G20各国の政府や学界、シンクタンク等の専門家が集結
結し、グローバル・ヘルス課題解決に向けて議論を行う
画期的な場となる。

 グローバル・ヘルス協議会
グロ バル・ヘルス協議会
国際保健分野で中心的役割を果たす政界、財界、学界、N
NGO等のリーダーが参画する、グローバル・ヘルス協
議会を組織。各界の取り組みを横断的に連携させることで
で、日本がグローバル・ヘルス分野でリーダーシップを発
揮し、貢献することを目指す。
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 海外シンクタンクとの連携
G8諸国を代表するシンクタンクのリーダー層と意見交換を
G8諸国を代表するシンクタンクのリ
ダ 層と意見交換を
を行い 国際保健課題の潮流や 国際保健課解決に向け
を行い、国際保健課題の潮流や、国際保健課解決に向け
た各国シンクタンクの連携等について議論した。（以下、意見
見交換先抜粋）

• Brookings Institution (U.S.)
• Carnegie Endowment for International Peace Washinngton DC (U.S.)
• Center for Global Development (U.S.)
• Centre for International Governance Innovation (CIG
GI) (Canada)
• Center for Strategic
g and International Studies (CSIS) (U.S.)
• Chatham House (U.K.)
• Clinton Global Initiative (U.S.)
• G8 Research Group at the University of Toronto (Cannada)
• Global Business Coalition on HIV/AIDS, Tuberculosiis, and Malaria (GBC) (U.S.)
• Global Health Council (U.S.)
• INSOR Institute of Contemporary Development (Russsia)
• L’Institut Montaigne (France)
• Lancet (U.K.)
(U K )
• German Institute for International and Security Affaiirs (Germany)
これらの議論の結果、G8/ G20による国際保健課題への取
取り組みをより強固かつ効果的なものとすることを目的とし、
英王立国際問題研究所（Chatham House） 、米戦略国際
際問題研究所（CSIS）と共に 「G8プラス・グローバル・ヘル
ス・シンクタンク・コアリション」を組織した。今後、3団体が中
中心となり、他のG8/G20を代表するシンクタンクと横断的
な協力体制を築き、国際保健分野の国際的リーダーを集結
結した会議を通じてG8/G20諸国へ継続的に働きかけを
行
行っていく。
。

 調査・研究活動
「地球規模での保健課題に対応する人材養成に係る研究」（厚生労働科学研究費補助金地球規模保健課題推進研
究事業）
本研究は、過去10年にわたり国際的な投資額が急増しているグローバル・ヘルス領域において、日本の様々なス
テークホルダーによる取組みを調査し、将来当分野を担う日本からの人材輩出要件を検討することを目的とする。
2009年度は、調査対象として、国際保健のステークホルダー
ー群の中からNGOを取り上げ、国際保健分野NGO成功
の秘訣や日本のNGOの更なる発展のための施策について
秘訣
本
な
施策
て、インタビューを実施した。
ビ
を実施
2009年度の調査をもとに、2010年度以降は、実際に学生を対象とした国際保健政策プログラムを実施予定。
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4. 2010年度の計画
医療政策

市民医療
療協議会

医療政策ユニットでは、2009年度までに
各界のトップリーダーを巻き込んで政策
立案・提言を行う基盤を構築してきた。
2010年度は、その基盤を更に発展させ
るべく、個別具体的な課題についてトッ
プリーダーと討議し、与野党各党および
行政府に働きかける活動を展開してい
く。また、超党派のシンクタンクとして、
個別課題毎に超党派の議員との協力
体制や勉強会などを構築し、広範なス
テークホルダーとの連携をも追求してい
く計画である。たばこ政策や医療イノ
ベーションなど、重要度の高い課題に
おいて幅広いステークホルダーの意見
おいて幅広いステ
クホルダ の意見
をとりまとめて提言活動を行い、実際の
政策にインパクトを与えるメカニズムを
構築する。

は、「われわれのプロ
これまでの活動では
ジェクトに参加した患
患者アドボケート（声
を挙げ、政策提言に
に参加する患者関係
者）が国や都道府県
県の協議会等の患者
関係委員に就任す
する」、「患者アドボ
ケートの政策提言活
活動が活発化し、そ
の提案が国や都道府
府県の政策として採
用される」、「患者アドボケートの発議に
より都道府県の条例
例が制定される」など、
一定の成果を見るこ
ことができた。
2010年度は、昨年度
度に引き続き、患者
アドボケートの育成
成支援と政策提言活
動の支援を通じて、アドボカシーの活性
化に努めるとともに
に、患者アドボケート
に、患者アドボケ
ト
同士のネットワークの
の更なる拡大・質の
向上に努めていく。
ートとともに、患者の
また、患者アドボケー
意見を集約し、政策
策提言を行っていく活
動にも注力したい。

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.shimin‐iryo.org
• がん政策情報センター
• 脳卒中政策情報センター
• 糖尿病政策情報センター
• 心疾患政策情報センター
• グローバル・ヘルス

(2011/7/1から)

www.ganseisaku.net
www.nouseisaku.net
(同上)
www.tounyouseisaku.nett
(同上)
www.shinzousesisaku.neet
(同上)
www.global‐health‐summ
mit.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「Healtthy 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
決定者の方々に配布
■メールマガジンの配信
• 「日本医療政策機構メルマガ」
日本医療政策機構より、隔週木曜日に配信
• 「がん政策レター」
がん政策情報センターより、隔週火曜日に配信
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グロ バル ヘルス
グローバル・ヘルス
地球規模課題の代表例の一つである
グローバル・ヘルス。G8/G20が地球規
模課題解決の場として注目を集める中、
Chatham House 及びCSISと「G8プラ
ス・グローバル・ヘルス・シンクタンク・コ
アリション」を組織。国際会議”What’s
next for the G20?” の 開 催 を 通 じ 、
G8/G20の新たな協力体制のもと、国際
保健政策のアジェンダ・シェイピングに
取り組む。
また、政治、経済、医療、教育などの分
野横断的な発想で保健課題に取組む
国際的人材を日本から輩出すべく、人
材養成に主眼を置いた活動を展開予定
である。具体的には国際保健分野で中
心的役割を果たす政界、財界、学界、
NGO等の方々の講師としての参画の
もと、実践的プログラムを構築し、将来
当分野で活躍すべき人材養成を行う。

6. 当機構の歩み
2004年
• 4月
2005年
• 3月
•

7月

•
•
•

8月
10月
12月

2006年
• 2月
•
•

3月
12月

2007年
• 4月
• 7月
• 11月
• 12月
2008年
• 2月
•
•

3月
6月

•
•

9月
12月

2009年
• 1月
• 2月
• 5月
• 6月
• 10月
• 11月
• 12月

内閣府の認可を受け、特定非営利活動法
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
毎年開催
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
シンポジウム：「患者が求めるがん政策：わ
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
シンポジウム 「再生医療 臨床応用への道
シンポジウム：「再生医療‐臨床応用への道
道筋」（共催 東海大学）
道筋」（共催：東海大学）
第1回朝食会 *以後隔月で開催
シンポジウム：「日本の医療制度をどう再設
設計するか」（共催：言論NPO）

第1回医療政策サミット開催 *以後毎年開催
催
「日本の医療に関する世論調査」*以後毎年
年実施
第2回がん患者大集会後援
シンポジウム：「再生医療臨床応用に向け
けた制度的課題」

シンポジウム：「心疾患医療政策への患者
者参画」（共催：株式会社富士通総研）
水天宮事務所開設・市民医療協議会立ち
ち上げ
シンポジウム 「21世紀のウエルネスとイノ
シンポジウム：「21世紀のウエルネスとイノ
ノベ ション」（共催 筑波大学）
ノベーション」（共催：筑波大学）
ワークショップ：「都道府県がん政策ワーク
クショップ」（共催：American Cancer Society）

第1回グローバル・ヘルス・サミット開催（共
共催：世界銀行）
グローバル・ヘルス・ユニット立ち上げ
シンポジウム：「心疾患国際患者会シンポジウム2008」
第1回朝食討論会開催*以後不定期で開催
催
第1回メディアワークショップ開催*以後不定
定期で開催
「がん患者アドボケートセミナー」開催
「ペーシェントユニバーシティー」開催

「がん政策情報センター」プロジェクトスター
「がん政策情報センタ
」プロジ クトスタート
ト
シンポジウム：「グローバル・ヘルス・フォー
ーラム」（共催：Aspen Institute Italia）
「がん政策サミット」開催*以後年2回実施
「医療政策国民フォーラム」発足
「脳卒中政策サミット」開催
「がん患者意識調査」
緊急集会「たばこ政策の重要課題－健康増進と価格政策」

写真：これまでの登壇者
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7. 「リボルビング・ドア（回転扉）の
の実現」―日本医療政策機構の人材輩出サイクル
日本医療政策機構では、各界で活躍するブレーンを輩出
本 療政策機構 は 各界 活躍するブ
を輩出
出する「 ボ ビ グ ド （回転扉） と
出する「リボルビング・ドア（回転扉）」としての姿を目指し、
姿を目指
卓越したプロフェッショナル人材を集めてまいりました。医
医師、行政、医療ビジネス、コンサルティングファーム、メ
ディア、投資銀行など、スタッフのバックグラウンドは多種
種多様です。このような多様な人材が、よりよい政策立案
を目指し、幅広いステークホルダーと協働しながらの政策
策立案プロセスの中で日々経験を積み、成長しています。
そして、機構で得た知見を活かし、更なる活躍の場を求め
め、国政の場や政策立案の中枢、またアカデミアなど様々
な領域に翔いています。
多様な領域から集まったプロフェッショナル人材がより良い
い医療を目指して磋琢磨しあい、より良い社会の実現に
向けて更に飛躍していく。これが 日本医療政策機構の人
向けて更に飛躍していく。これが、日本医療政策機構の人
人材輩出サイクルです。

アカデミ
ミア
国際機関

企業

日本医
医療
政策機
機構

行政

医療従事者

メディア

政治

■メンバー
埴岡 健一 （理事/市民医療協議会ディレクター）
経済ジャーナリストから、患者アドボカシー活動
動へ転身
【プロフィール】
【プロフィ
ル】
日経ビジネス記者、ニューヨーク支局長、副編
編集長などを経て、1999年骨髄移植推進財団事務局長。2003年
より日経メディカル記者となり、医療の質評価
価、診療格差、がん対策などに関する記事を執筆する傍ら、がん
患者支援サイト「がんナビ」編集長を務める。22004年東京大学医療政策人材養成講座（HSP）特任准教授、日
本医療政策機構理事。2008年より日本医療政
政策機構市民医療協議会共同議長、がん政策情報センター長。
2010年より東京大学公共政策大学院医療政策
策ユニット特任教授。厚労省がん対策推進協議会、国立がんセ
ンターがん対策情報センター運営評議会ほか。大阪大学文学部卒業。

1996年、もし、家族が白血病になっていなければ、今のような
な活動をしている私は間違いなく存在していなかったでしょ
う。経済ジャーナリストとしてアメリカに在住していたとき、が
がんは突然舞い込んできました。13ヵ月の闘病生活の後に
痛感したのは、病気や医療に関しての己の無知でした。そこ
こで、家族が生前残した「命が助かったら社会に役立つ仕
事をしたい」という言葉に背中を押されて、白血病患者さんの
のためのメーリングリストの作成や白血病に関する医療情
報の収集と提供を始めました。また、日本の骨髄バンクのあ
あり方に疑問を持ち、組織の改革を公約として事務局長に
立候補、事務局長に就任しました。在任中の4年間で様々な
な改革を行いましたが、その過程で、医療はマルチステーク
ホルダーで決定されるべきだということ、また、政策立案者に
に働きかけなければ何も変えられないということを痛感しま
した。事務局長の職を辞して後の2004年、できたてほやほや
やの日本医療政策機構に出会い、参画させていただくこと
になりました 以降3年間は 患者家族であった経験を生かしながら出版社では医療ジャーナリストとして働き、日本医
になりました。以降3年間は、患者家族であった経験を生か
しながら出版社では医療ジャーナリストとして働き 日本医
療政策機構では非常勤として患者さんやその家族の方が中心となって展開する市民活動の応援をしました。そして
勤となりました。「私は医療政策立案に市民の声を反映させ
2008年、意を決し出版社を辞めて日本医療政策機構の常勤
るために活動をしている。それで医療に貢献したいと願って
ているし、それを生業としている」。自分の立場をクリアにし
て機構のミッションとまっすぐに向き合い、なんとしても、市民主体の医療政策を実現するために全力を注ぎたいと考
えています。
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■卒業生
小野崎 耕平（2010年4月より自民党三重
重県参議院選挙区第 支部長）
重県参議院選挙区第一支部長）
医療政策議論への市民参画を追求し、国政を目指す
【プロフィール】
医療関連企業のジョンソン・エンド・ジョンソン（JJ&J）でマーケティング、事業企画などのほか、医療安全プロジェ
クト等に従事。在米中にハーバード・リスクマネ
ネジメント財団などで日米の公衆衛生・医療政策に関する多数の
プロジェクトを企画実行するなかで、日本の医
医療や社会保障改革の必要性を痛感。帰国後、自民党参議院選
挙区支部長として政治活動に入る。その後、20007年より日本医療政策機構に参画。副事務局長および民間有
識者会議 医療政策国民フォ ラム」プ グラム
識者会議「医療政策国民フォーラム」プログラム
ムディレクタ として医療政策関連プ ジ クトの企画 運営を担
ムディレクターとして医療政策関連プロジェクトの企画・運営を担
当するほか、「医療政策国民フォーラム」ではマニフェスト提言などを取りまとめる。2010年、日本医療政策機
構を離れ、自民党三重県参議院選挙区第一支
支部長として参議院選挙へ立候補。法政大学法学部卒業。ハー
バード公衆衛生大学院修士課程修了（MS, 医療政策）。

両親とも病気がち、特に母親は車椅子の生活だったため、医
医療・介護は子供のころから身近なもので、医療に関する問
題意識を強く持っていました。医療関連企業に就職し、医療機
機器のマーケティングや、病院経営改善、医療安全に関す
る仕事を手がけましたが、そこでも医療政策の重要性や課題
題を強く感じました。 その後、医療政策を体系的に学ぶべく
米国に留学。留学生活を通して、米国における政策と人材の
の多様性と政策決定プロセスの透明性に感銘を受けるとも
に 日本の最大の課題はまさに政策決定プロセスにあると痛
に、日本の最大の課題はまさに政策決定プロセスにあると痛
痛感しました 帰国後 悩んだ挙句に私は政治の道に進む
痛感しました。帰国後、悩んだ挙句に私は政治の道に進む
ことを決め、2007年の参院選に故郷の三重県から出馬しまし
した。結果は惨敗でしたが、得られたものは本当に大きかっ
た。国民が主体的に何かをするというよりも、政治が何かをし
してくれるのを待っているという社会の実態を目の当たりに
し、日本を本当の市民社会にしなければならないと痛感しました。参院選の後、私は日本医療政策機構のミッションに
大いに共感し、超党派の回転ドアとして機能する日本医療政策機構の活動に参画することになりました。日本医療政策
機構では、「医療政策国民フォーラム」という、立場を超えた政
政策議論の場の立ち上げを担当し、患者代表や現場の医
療者の参画を頂き、2009年の衆議院選挙前に政策提言をまとめあげました。とてもやりがいのるプロジェクトでした。そ
して、2009年に新政権が誕生。悩み熟慮した結果、私は参議
議院選挙への再度の立候補を決意しました。常に政策の選
択肢を提供し政策決定プロセスの透明性を担保するために、
プ
身を賭して挑戦したい。そして再挑戦するという姿を、皆さ
ん、特に若い世代に見て頂くことで、市民参画型の社会実現
現に貢献したい。日本医療政策機構で培った超党派の視点
を大切にしながらも、挑戦を続けていきたいと思います。

近藤 正晃ジェームス（2009年12月より内
内閣官房国家戦略室長付内閣参事官）
日本医療政策機構を設立後、政策立案の中枢
枢へ
【プロフィール】
マッキンゼー・グローバル・インスティチュート（本部：ワシントンDC）の中心メンバーのひとりとして、日本、台湾、
国家経済政策を立案。数多くの経済・政策関連プロジェクトを通
米国、英国、フランス、ドイツ、ロシアにおける国
じ、日本の医療改革の重要性を痛感し、2003年
年に東京大学医療政策人材養成講座（HSP）を設立、翌04年特
定非営利活動法人日本医療政策機構を設立
立し、副代表理事および事務局長を務める。新政権発足をうけ、
2009年12月より内閣官房国家戦略室長室付内
内閣参事官。慶應義塾大学経済学部卒。ハーバード経営大学院
修士課程修了（MBA）。

私は、かつてグローバルなコンサルティング会社に籍を置いて各国の国家経済政策立案に携わり、また米国にある経
済シンクタンクにて、各国の政策内容や立案プロセスについて
て調査・研究にも参画していました。そのような経験を通し
て得たのは、日本の今後を支える最重要分野の一つが医療であるという確信でした。世界一早く高齢化が進む日本が、
直面する医療課題にうまく対処し解決に導ければ、そのノウハ
ハウはきわめて重要な参考になると直感しました。しかし、
驚くべきことに日本には客観的に医療問題を議論する場があ
ありませんでした。医療政策立案のプロセスが旧態依然の
ままでは、課題解決などままなりません。そこで私は、医療政
政策決定の場に政策の選択肢を提示する活動に身を投じ
ました。まず、医療政策を提言し立案し「医療を動かす」ことが
ができるリーダー層の養成を目的とし、東京大学医療政策
人材養成講座（HSP）を立ち上げました。一方で、たった今目
目前にある政策課題に機動的に向かうにはシンクタンクが
機
必要であると気づき、HSPの立ち上げでもご一緒だった黒川清先生に共感を頂き、2004年、日本医療政策機構を設立
しました。日本医療政策機構では、ミッションに「市民主体の医
医療政策」を掲げ、市民・患者が参加する政策議論を推進
してきました。また、機構の運営においては常に“世界”を意識してきました。医療は環境と同様、国際的視野を持って
考えるべきテーマです。グローバル・ヘルス（地球規模の健康
康課題）に関し、世界銀行やアメリカの主要シンクタンクと
積極的に連携し、日本の貢献という観点とグローバルな潮流
流を意識した事業を展開した結果、2010年には米・ペンシル
バニア大学による世界のシンクタンクランキングの医療部門でトップ10入りを果たしました。そして2009年、民主党によ
る新政権の発足を受け、私は内閣官房国家戦略室長室にて
て政策立案に関わることになりました。日本医療政策機構と
いう民間のシンクタンクで培った民間の多様なステ クホルダ
いう民間のシンクタンクで培った民間の多様なステークホルダ
ダーの知見を活かす政策立案プロセス構築の経験は
ダ
の知見を活かす政策立案プロセス構築の経験は、現
現
在私が政権内で政策立案に携わる上で非常に貴重な財産と
となっています。今後、日本医療政策機構のような民間の
シンクタンクから、実際の政策立案プロセスに関わる人材が輩
輩出されることを願っています。
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8. 法人概要
名称

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（Health Policy Institute
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
〒103‐0014
町2 5 3 3‐4階
町2‐5‐3
3 4階
TEL 03‐5614‐7796 FAX 03‐5614‐7795

役員

代表理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事

黒川 清
澁澤 健
マイケル・デブリン
埴岡 健一
健
廣井 良典
吉田 裕明
大 毅

（2010年3月26日現在）

収入の推移

個人会員数
(¥1,000)

2005

2006

2007 2008

2009

法人会員等*

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

*ご賛助をいただいている企業、財団、団体等
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9. 決算

財産目録

（平成22年3月31日現在）
（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

収支計算書

98,577,736
,
,
9,903,916
108,481,652

負債合計

15,905,520
0
15,905,520

正味財産

92,576,132

（平成21年4月1日から22年3月31日まで）
（単位：円）

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

7,510,000
220,968,325
9,730,100
238,208,425

II. 経常支出の部
1. 事業費

2.

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
管理費
経常支出合計

経常収支差額

9,634,001
159,045,843
9,220,313
45,528,857
8 379 337
8,379,337
231,808,351
22,674,281
254,482,632
‐ 16,274,207

III その他資金収入の部
III.
その他資金収入合計

440,200

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

1,845,000
‐ 17,679,007
100 351 223
100,351,223
82,672,216
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特定
定非営利活動法人 日本医療政策機構
 事務局
〒1000‐0014 東京都千代田区永田町1‐11‐28 7階
TEL
L 03‐5511‐8521 FAX 03‐5511‐8523
URL
L:
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