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ミッション
フェアで健やかな社会を実現するために、新しいアイデアや価値観を提供し、グロー
バルな視点で社会にインパクトを与え、変革を促す原動力となること。
我々は、将来を見据えた幅広い観点から、政策に関心を持つ市民に選択肢を提示し、
多分野
多分野のステークホルダーを結集し、創造性に
クホ ダ を結集
創造性 富み実現可能な解決策を示す。
富 実現 能な解決策を す

行動指針
CONNECT and FACILITATE
幅広いステークホルダーを結集し、有意義な議
議論を促進する。
INDEPENDENT and GLOBAL
特定の政党・団体の立場にとらわれず、独立性
性を堅持し、グローバルな視点を持つ。
FEASIBLE and RESPONSIBLE
実現可能で責任ある政策の選択肢を提供する。
RESEARCH and ANALYSIS
質の高い研究や分析を提供する。
OPEN and CREATIVE
開かれた機会を提供し、創造性を育てる。
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We aim to achieve a sustainable, he
ealthy, and more prosperous world.

CONNECT and FACILITATE
FEASIBLE and RESPONSIBLE

RESEARCH and ANALYSIS
INDEPENDENT and GLOBAL

OPEN and CREATIVE

1. 代表理事ご挨拶

日本医療政策機構は、今年で設
設立7年を迎えました。設立以来、財政状況の悪化、政
権交代など政治状況の変化、政策立案への市民参画の広がりなど、医療政策をめぐ
進国では、「高齢社会」「慢性疾患の増加」「格差の拡
る状況は大きく変化しました。先進
大」「財政状況の悪化」などを背景
景とし、ひとりひとりが健康に暮らす持続可能な社会の
実現に向けて、将来を見据えた新
新たな社会制度設計が求められています。また、新興
国においても疾病構造の変化により、従来の感染症対策に加えて慢性疾患対策への
注力が求められ、このような国境
境を越えた共通の課題に対し、国内外の幅広いステー
クホルダ を結集した議論と 分野横断的な連携を視野に入れたグローバルな活動展
クホルダーを結集した議論と、分
分
分野横断的な連携を視野に入れたグロ
バルな活動展
開が、ますます重要となっていま
ます。
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このように医療政策をとりまく環
環境が従来の医療の枠組みから発展・拡大している状
況を鑑み、日本医療政策機構は
は、これまでの取組みを更に推進し、よりグローバル社
会の現状に則したインパクトのあ
ある活動を展開すべく、平成23年2月1日より、機構の英
文名称を”Health and Global Po
olicy Institute”とし、ミッション等も変更いたしました。
地球規模の健康・医療課題の解
球規模 健康 医療課題 解決に向け、国内外の多様なステークホルダーがオープ
解
解決
向け、国 外 多様な テ ク
ダ
オ
ンに議論し、責任ある決定をする
ることが求められています。日本医療政策機構では、健
康・医療政策の選択肢を提示し、
、持続可能でより豊かな社会の実現を目指し、 皆様と
一緒に活動して参る所存です。
私たちの取り組みをご理解いた
ただき、今後開催するシンポジウムやセミナー等へ是非
ご参加いただきたいのです。皆様
様との議論を経て、将来を見据えた幅広い観点から、
具体的で実現可能な解決策を示
示していきたいと考えています。
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2. (1) 医療政策―2010年度活動報告
■2010年度活動の概要
2010年度は、これまでの医療政策サミットや医療政策国民フ
フォーラムなどのプラットフォーム構築活動の再構築と充実を
図るとともに、その機能を活かした政策提言能力の向上を目指
指し、「高齢社会」「成長戦略」「疾病管理」を政策テーマとして
活動を行った。
5回目となる医療政策サミットでは、「健康・医療政策による新
新たなコミュニティーの構築」をテーマに、「成長戦略」「持続可
能な社会」をキーワードとして健康医療課題を深堀し、議論を行った。2010年度は、米国の政策シンクタンクCSIS（戦略国
際問題研究所）と日米に関する共通の医療政策課題について
て調査研究を行う、日米医療政策プロジェクトを発足し、第一
次発表をサミットの場で行 た。サミット前日 は、 超党派 ングレッショナル・ブリーフィング」を開催し、日米の有識者と、
次発表をサミットの場で行った。サミット前日には、「超党派コン
ン
ング
ッショナル リ
ィング」を開催し、日米の有識者と、
医療・厚生行政に精通する超党派の国会議員などの参加者が
が、日米の医療政策について討論する場を設けた。
また、臨床試験・治験に関する国際シンポジウム、脳卒中政
政策フォーラム2011の開催を通じ、政治状況に対応して意思
決定者を招き、個別課題にも取り組んだ。
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
ーによるオープンな議論を通じて、具体的な政策決定プロセス
に反映させるべく、注力した。

■医療政策サミット2011 （2011/2/26）
「健康・医療政策による新たなコミュニティーの構築」をテーマ
マに開催した「医療政策サミット2011」（於ホテルニューオータ
ニ）では、 医療界、患者団体、政府、企業、メディアなど医療政
政策に関わるトップリーダー役100名が結集し、地域医療、高
齢社会、医療の支払制度、医療IT等の健康医療課題を深堀し、議論を行った。議論の結果は報告書及び政策提言として
取りまとめる予定である。
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■日米医療政策プロジェクト （2011/1
（2011/1～））
米国の政策シンクタンクCSIS（戦略国際問題研究所）と共同で、日米の喫緊の医療政策課題に対する調査・研究・提言
を行う「日米医療政策プロジェクト」を発足した。
2011年2月の「医療政策サミット」のCSIS‐HGPI特別合同パネ
ネル・ディスカッションにて第一次発表を実施、支払制度から
考えるあるべき医療、医療ITの活用による医療の効率化と質の向上について、発表・討論を行った。2011年7月にワシン
トンDCにて、米国専門家や政策決定者を交え最終発表及び議
議論を行い、本プロジェクトの日米共同提言を行う予定であ
る。

■超党派コングレッショナル・ブリーフィング(2011/2//25)
国民皆保険50周年を記念し、米国ワシントンDCのシンクタン
ンク 戦略国際問題研究所（CSIS）との共催により「超党派コ
ングレッショナル・ブリーフィング」を開催。 日米の有識者と、医
医療・厚生行政に精通する超党派の国会議員などの参加者
が、日米の医療政策について討論するという、これまでにない
い新しい取り組みとなった。

写真左上段より ・世耕弘成氏（参議院議員 自民党）・Dr. J. Stephen Morriison（Senior Vice President and Director, Global Health Policy Center,
CSIS）・尾辻秀久氏（参議院副議長 元厚生労働大臣）・鈴木寛氏（参議院議
議員 民主党 文部科学副大臣）・Prof. Gerard F. Anderson（ Johns Hopkins
University）・足立信也氏（参議院議員 民主党）・ Dr. John Halamka （Chieef Information Officer, Harvard Medical School / Vice‐chair, the Federal
Government’s National Health IT Standards Committee ) 下段左より・D
Dr. David Bowen（Deputy Director for Global Health Policy and Advocacy
at the Bill & Melinda Gates Foundation）・池上直己教授（慶應義塾大学）・ Prof. Brian Biles (George Washington University)・坂口力氏（衆議院議員
公明党 元厚生労働大臣）

■ 「国際シンポジウム国際化社会における臨床試験・治験－効果的ながん臨床試験・治験制度の
構築に向けて－」開催 （2010/5/25）
日本医療政策機構、英国大使館、米国大使館および韓国大使
使館との共催で、 「国際シンポジウム国際化社会における
臨床試験・治験－効果的ながん臨床試験・治験制度の構築に
に向けて－」 （於 駐日英国大使公邸）を開催した。臨床試
験・治験制度の国際標準化が進むなか、新薬の開発が進むが
がん領域において各国がどのような制度を構築しつつある
のか、各国の有識者による好事例の紹介に続き、今後の課題
題と解決策を提案し、各国大使、各国のオピニオンリーダー
をはじめとした100名を超す参加者を巻き込んだ積極的なディス
スカッションが行われた。

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。
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■「脳卒中政策フォーラム2011」
■「脳卒中政策フォ
ラム2011」 開催（2011/1/26）
脳卒中対策基本法成立を求める議論が活発になってきたことを踏まえ、2011年1月の通常国会の開会に合わせ、緊急集会と
して国会議員や脳卒中対策関係者を対象とした「脳卒中政策フ
フォーラム2011」を開催した（共催：「脳卒中対策立法化推進協議
会」）。かねてより必要性が訴えられていた脳卒中対策基本法
法の制定に向けて、超党派の国会議員、患者団体、医療関係者、
報道関係者などが参加し、積極的な議論が展開された。当日は脳卒中対策の先進国である英国・カナダから実際に脳卒中対
策を構築した第一人者が知見を共有し、日本における対策の必要性が確認された。

左より、ダミアン・ジェンキンソン
氏（国民医療サービス（NHS）脳
卒中改善プログラム、ナショナル・
クリニカル・リード）、クリス・オキャ
ラハン氏（オンタリオ脳卒中ネット
ワーク事務局長）、田中 慶秋 氏
（衆議院議員 民主党）、自見 庄
三郎 氏（内閣府特命担当大臣
金融 郵政改革担当）、渡辺 孝男
氏（参議院議員 公明党）

■ 被災地への医療者派遣 （2011/3～）
東日本大震災に際し、世界的に医療支援を行う米国の非営
営利団体 Project HOPE と連携
し、海外に活動拠点を持つ日本人医療関係者などを被災地に
に派遣するべく協議を開始した。
現地での喫緊のニーズ、中長期的なニーズを見極め、日本政
政府をはじめとした国内のス
テークホルダーと連携をしながら、支援を進めていく。

■ 特別朝食会
医療政策のオピニオンリーダーを招き、法人賛助会員や相談
談役を中心に特別朝食会を開催。
• 第6回朝食会（2010/05/10）
「ライフイノベーション政策、日本の成長に求められる規制
制課題」
川渕 孝一 氏（東京医科歯科大学 教授）
角南 篤 氏（政策研究大学院大学教授）
土屋 了介 氏（財団法人 癌研究会顧問）
• 第7回朝食会（2010/09/03 ）
「HIV/AIDS対策の現状と日本に期待される役割」
長）
ミシェル・シディベ 氏 （国際連合エイズ合同計画 事務局長
• 第8回朝食会（2011/01/27）
「脳卒中対策基本計画」
ダミアン・ジェンキンソン氏 （National Clinical Lead, NHS
S Improvement Program:英国）
クリス・オキャラハン氏 （Executive Director, Ontario Stro
oke Network:カナダ）

■ 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提供。
• 第26回定例朝食会（2010/01/07）
「市民主体の医療政策の実現へ向けて ～政権交代、新年
年を迎えて」
黒川 清（当機構代表理事）
• 第27回定例朝食会（2010/03/17）
「新政権の医療政策」
梅村 聡 氏（参議院議員）
• 第28回定例朝食会(2010/05/27)
「地球規模の保健医療課題解決に向けて、日本に求められ
れる貢献」
武見 敬三 氏 （（財）日本国際交流センターシニア・フェロー
ーグローバル・ヘルスと
人間の安全保障プログラム運営委員長）
• 第29回定例朝食会（2010/07/28）
「コミュニティとこれからの日本社会～都市・社会保障・科学
学」
広井 良典 氏 （千葉大学教授/当機構理事）
• 第30回定例朝食会（2010/10/29）
「格差と健康 ～Social Determinants of Healthの現状と今後への示唆～」
橋本 英樹 氏 （東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経
経済学教授）
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3. 市民医療協議会－2010年度活動報告
市民医療協議会は、「患者・市民が、医療政策決定プロセスを
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」を
ミッションとして活動している。
2009年から11年の3年間の「がん政策情報センター第1期プロ
ロジェクト」のゴールは、次の2点である。
①「患者アドボケートが良い法律や条例づくりに影響を及ぼすこと」を、支援する。
②「患者アドボケートが国や都道府県において、良いがん予
予算項目などの策定に影響を及ぼすこと」を、支援する。
09年度はプロジェクト立ち上げ期であったが、2年目の10年度は事業を計画どおり全面的に展開し、フルに活動を行うことが
できた。①の条例は7本が成立、②のがん対策についても、多
多くの地域で新たな施策の芽生えに至った。
◇主な活動は、以下の5つの柱から成り立っている。〔 〕内は、主な成果。
（1）患者アドボケートのスキル面の支援： 患者アドボケート研修
修プログラムの提供、メーリングリストの提供〔88人が参加〕
（2）患者アドボケートの政策提言活動の支援：「がん政策サミッ
ット」の開催〔2回開催し、患者アドボケートなど計87人
が参加〕
（ ）患者アドボケ トの政策立案活動の支援 がん患者意識
（3）患者アドボケートの政策立案活動の支援：「がん患者意識
識調査」などの実施〔
識調査」などの実施〔2009年調査について報道が77回。10年
年調査に
て報道が 回。 年
調査も実施した〕
（4）地域の好事例の確立と情報収集：「地域発：がん対策市民
民協働プログラム」の実施〔2年間で16プロジェクトと協働し、各
地から60回の照会あり〕
（5）広報・普及啓発活動：「がん政策情報センター」ウェブサイトの運営〔年間20万ビュー〕／「格差情報」〔約1,500項目掲載〕
「好事例情報」の収集と提供
◇3つの視点
がん政策情報センターは
がん政策情報センタ
は、（1）患者アドボケ
（1）患者アドボケートの人的ネット
トの人的ネット
トワ クの拡大（2）格差情報の収集 提供（3）好事例からの学
トワークの拡大（2）格差情報の収集・提供（3）好事例からの学
習の視点を重視し、第1期プロジェクト最終年の11年も引き続き
き鋭意活動を展開していく。

■「患者アドボカシーワークブック」
患者ア ボ シ
ク ック」
患者アドボケートの活躍を身近に拝見し、そこから学んだ、1)医療政策を動かすリーダーシップの要素、2)知っておくべき
基礎知識、などを冊子に編集した。
今後は、患者アドボケートのみならず、様々なステークホル
ルダーから意見を頂戴し、改訂をしていく。
構成
序章
第1章
第1部
第2部
第2章
第3章
第1部
第2部
第3部

はじめに
アドボカシー
概論
事例
マネジメント
医療政策
政策全般
分野別テーマ(医療とケア、予防、研究)
疾病別の対策

■患者アドボケート メーリングリスト
都道府県がん対策推進協議会などの患者関係委員、「がん政策サミット」参加者が、恒常的に情報提供、意見交換でき
るメーリングリストの運営管理を通年で実施。
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■ がん政策サミット
全国のがん対策推進協議会・がん患者関係委員、がん対
対策に関わっている患者リーダー(公募)が一堂に会し、そこに、
議員、都道府県庁職員が加わり、互いにがん対策について
て学び合い、実践を考える会議を、2回開催した。
■「がん政策サミット2010春 ～患者と議員がつくるマニフェ
ェスト～」 (2010/4/10‐12)
テーマ:
患者としてのがん対策に関する提言とり
りまとめ
(参議院選挙に向けて)
参加者:
患者関係者 48人(31都府県)
国会議員19人、都道府県がん対策担当
当者4人(4県)、メディア他
アウトプット:
国のがん計画に沿った分野ごとに、患者
者、議員、行政担当者が議論
して「患者が提案するマニフェスト案」とし
してまとめあげた。
（活動成果）
それを 国会議員がん対策勉強会にて、「患者が求めるがん対策」
それを、国会議員がん対策勉強会にて、
「患者が求めるがん対策」
実現のお願いとして、国会議員に提出し
した。
■「がん政策サミット2010秋 ～地域の条例と予算を動かす
す～」 (2010/11/6‐8)
テーマ:
都道府県「がん対策推進条例」制定の促
促進
参加者:
患者関係者: 39人(29都道府県)
都道府県議会議員 32人(20都県)、都道
道府県がん対策担当者17人
(11県)、メディア他
アウトプット:
ウトプ ト
自県 条例制定と予算獲得に向けた「私
自県の条例制定と予算獲得に向けた「私
私
私のマニフェスト」を作成し、
ト を作成し
（活動成果）
今後の自身の活動の方向性を考える機
機会を作った。
たばこセッションを設け、「受動喫煙防止
止条例」を学び、がん対策の
一つとして、たばこ対策が重要であること
との認識を深めた。

■海外研修
患者アドボケートが国際学会・会議に参加する機会をつくり
り、世界の最新事例を学び、日本のアドボカシー活動に生かし
てもらうべくサポート・参加を行った。

• The International Union Against Cancer(UICC), 8/188‐21, Shenzhen
• European Society for Medical Oncology(ESMO),10/88‐12, Milan
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■「がん患者意識調査2010 実施
■「がん患者意識調査2010」実施

「緩和ケア」を受けたことはありますか。
(単位:%, n=1,446)

2009年に続き、がん関連の患者団体にご協力をいただき、がん患者・
経験者とその家族を対象とした、がん医療政策に関する意識
識調査を
行い(2010年11～12月, 有効回答件数1,446件)、報告書にま
まとめた。

ある 16.5
無効回答
0.0

このアンケートの結果、以下の点が浮き彫りになった。

無回答
45
4.5

①
①緩和ケアのニーズがあったが受けられなかったと感じてい
いる人が4割
②がんの診断や治療で「こころ」と「からだ」の痛み6割が感じ
じる

ない 79.0

③がん治療にかかった費用について7割が負担感大
④がん医療に「不満足」 5人に1人、理由は精神面のサポート不足が首位
⑤「がん難民」であると感じた経験のある人8.4%
⑥がん検診を受けない理由は「必要性を感じなかった」が首
首位

（「緩和ケア」を受けたことがないと答えた方に）理由はなぜ
ですか。 （単位:%, n=1,142）
受けたくても
受けられな
かった 9.9

⑦がん患者・家族、たばこ対策について高い意識
⑧がん患者の声「政策に反映されていない」63.7%

無回答 3.2

無効回答
0.4

本調査結果は、2011年5月に発表した。
(各種検索サイトで「がん患者意識調査2010」で検索)
受けられると
知らなかっ
た 28.8

受ける必要
がなか た
がなかった
57.8

■メールマガジン
隔週火曜日に、「がん政策レター」を配信。
対策 動
、
情報提供
。 た、「がん政策情報センター」のウェブサイトへリンクする窓
、
政策情報
」 ウ
リ クす
がん対策の動向や、ニュースなどの情報提供している。また
口としての役割も担っている。

■海外へ情報発信
がん政策情報センタープロジェクトの概要、日本の患者アド
ドボケートの政策立案過程への参加について、海外に発信す
る機会を得た。
プレゼンテーション
・ American Cancer Society, Advocacy Training in Asia, 2010/8/16‐18, Hong Kong
・ Global Health Partnership: Partner’s Meeting, 2010/8/116‐18, Hong Kong
ポスター発表
・The International Union Against
g
Cancer(UICC),
(
) 2010/88/20‐23, Shenzhen
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■地域発: がん対策市民協働プログラム
「3年間で3万人の命を救おう」というスローガンを掲げ、市
市民の手による地域発のがん対策プロジェクトを支援。ここから
生まれた好事例をモデルケースとして全国に共有し、他地域
域への波及を目指した活動を行っている。
・2009年 本プロジェクト 3件、ゆりかごプロジェクト 9件を
を支援
・2010年 本プロジェクト 6件、ゆりかごプロジェクト 2件を
を支援
・プログラムが、他地域で実施された件数: 年間4件 (当機構調べ)
・他地域から、プログラムに関して問い合わせがあった件数
数: 年間60件 (同上)

写真
上段左から
北海道、宮城県、大阪府、高知県
下段左から
愛知県、全国、静岡県、沖縄県

■格差情報の加工・提供
がん対策における、地域格差を分かりやすく理解できるよ
よう、テーマごとの格差情報を加工して、ウェブサイトで提供。
2010年末掲載数: 1,147件
「がん死亡改善率」基本計画後改善率（男女）
2006～2009年

■その他
◇平成21年度 厚生労働省がん対策推進協議会 提案書とり
りまとめワーキンググループ事務局業務
「平成23年度がん対策に向けた提案書～みんなで作るが
がん対策～」の事務作業を実施した。
◇厚生労働省 平成22年度「がん対策評価・分析事業」の受
受託
がん診療連携拠点病院に通院・入院している患者さん・家族を対象に、「あなたの思いを聞かせてください! がん対策に関
するアンケート調査」を実施した。これは、厚生労働省がま
まとめた「がん対策推進基本計画 中間報告書」にある、がん対策
6分野における施策に関しての意見を聞くもので、2,273人か
から回答を得た。
本業務に関しては、政策評価、法務の専門家、医療提供者
者、メディア有識者、患者さんからなる外部の評価委員会の指導
のもと、調査設計、分析を行った。
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2. (3)グローバル・ヘルス・センター ―20010年度活動報告
2010年度活動の概要
2000年に国連ミレニアム宣言が採択され、国際社会が共同で
で取り組むミレニアム開発目標（MDGs: Millennium
Development Goals）の期限となる2015年まであと4年である。MDGsが掲げる8つの目標のうち3つが国際保健課題に該当
し、2015年の目標達成に向けて、グローバル・ヘルス分野にお
おける更なる取組みが必要とされている。
日本医療政策機構では、2008年よりG8サミット諸国のシンク
クタンクと連携し、グローバル・ヘルスに関する国際会議を毎年
開催してきた。6月にG8サミット（カナダ）、11月にG20サミット（韓
韓国）が開催された2010年度は、グローバル・ヘルス分野にお
ける①G8/G20の連携をテーマとした国際会議「What‘s Next for
f the G20? Investing in health and development」及び、
②革新的資金メカニズムや人材養成における官民連携の強化
化をテーマとした国際会議「グローバル・ヘルス・フォーラム」を
開催した。
催
調査提言活動としては、グローバル・ヘルス分野における人材養成プログラム実施（共催：東京大学）を通じ、グローバル・
ヘルス分野における人材養成に関する実践研究を行った。

■国際会議「What is Next for the G20? Investin
ng in health and development」開催（2010/6/30）
「G8プラス・グローバル・ヘルス・シンクタンク・コアリション」（（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）と組織）を中心に、「What is Next forr the G20? Investing in health and development」をロンドン
にて開催した（開催場所：チャタム・ハウス（ロンドン） ）。
カナダのムスコカG8サミット終了直後に開催された当会議で
では、新興国の存在感が増す中、新たなG8/G20の枠組みによ
る国際保健への取り組みについて議論する、民間主体の初め
めての国際会議となった。会場にはG8/G20各国政府、国際機関、
財団 NGOなどの様々な分野の国際保健の専門家約200名が
財団、NGOなどの様々な分野の国際保健の専門家約200名が
が集結し 変化するグローバル・ガバナンスの下で先進国・新興
が集結し、変化するグローバル・ガバナンスの下で先進国・新興
国に期待される役割、G8/G20といった国際的枠組みの中で解
解決が望まれる課題等について活発な議論が交わされた。当機
構は議論の結果を2010年G20議長国である韓国政府に提出した。日本からは尾身茂氏（自治医科大学教授）が外務省参与
として参加し、会議の様子はNHKワールド「Asian Voices」で
でも紹介された。

×

×
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■「グローバル・ヘルス・フォーラム2011」開催（20111/2/25）
国連ミレニアム開発目標（MDGｓ）の2015年の目標達成、お
およびポストMDGsを視野に入れ、グローバル・ヘルス分野にお
ける官民の取組みの強化を目的とし、「グローバル・ヘルス・フ
フォーラム2011」を開催した（共催：UNITAID（国際医療品購入
機関）及び、東京大学「グローバルヘルス政策人材養成講座」」）。
UNITAID理事長、革新的資金調達に関する国連事務総長
長特別顧問、元フランス外務大臣のフィリップ・ドスト＝ブラジ氏や
住友化学株式会社 代表取締役会長の米倉弘昌氏等、各界を
を代表するパネリストと日本のグローバル・ヘルス分野における
取組み、継続的な資金拠出に向けた革新的資金調達メカニズ
ズムの可能性及び、MDGsそしてポストMDGsに向けて求めら
れる取組みについて、活発な議論が行われた。議論の内容は
は報告書にまとめ、発表予定である。

あ

（左）フィリップ・ドスト＝ブラジ 氏（革新的資金調達に関する国連事務総長特別顧問、 UNITAID理事長）、（左上段より）道傳 愛子 氏（日本放送協会
解説委員） 渋谷 健司 氏（東京大学大学院医学系研究科 国際保健政策学教
解説委員）、渋谷
教室 教授）、J・スティーヴ・モリソン
教授） J ステ
ヴ モリソン 氏（米戦略国際問題研究所（CSIS）副
所長/ グローバル・ヘルス・ポリシー・センター長） （左下段より）麦谷 眞里 氏 （厚生労働省大臣官房審議官（国際保健担当））、ブライアン・ティスドー
ル 氏（GAVIアライアンス プログラムファンディングチーム ドナー調整 シニ
ニアマネジャー）、米倉 弘昌 氏（住友化学株式会社 代表取締役会長）

■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
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）
「国際保健政策サマープログラム ～世界のために語り
り合う夏～ 」 実施 (7/25‐8/1)
「地球規模での保健課題に対応する人材養成に係る研究」 の一環として、国際保健政策分野での次世代リーダーとなる人材
の
養成を目的とし、大学生、大学院生を対象とした「国際保健政策
策サマープログラム」を開催した（共催：東京大学大学院医学系研
究科国際保健政策学教室）。全国から国際保健に関心の高い
い多分野の学生が集い、国際保健分野の最前線で活躍する各界
のリーダーによる講義を受け、グループに分かれての議論を重
リ ダ
よる講義を受け、グル
分 れ
議論を重
重ね、最終
重ね、最終日に政策提言を発表した。
政策提言を発表した。
政府、国際機関、企業、メディア、NGO/NPOなど、様々な分
分野で活躍する専門家が講師として参画し、参加者は、「国際保健
政策を広く国民に普及啓発するためのアドボカシー活動構築の
のあり方」、「国際保健政策分野でグローバルに活躍できる人材を
日本から輩出するために求められるアクション」について各グル
ループ毎に政策提言を発表した。
「地球規模での保健課題に対応する人材養成に係る研究」の
の報告書を厚生労働省に提出し、来年度も継続して本研究を実施
予定である。
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■その他
◇国連合同エイズ計画（UNAIDS）事務局長／国連事
事務次長ミシェル・シディベ氏を
迎えての特別朝食会開催 (2010/9/3)
国連合同エイズ計画（UNAIDS）事務局長／国連事務次
次長ミシェル・シディベ氏を迎え、特別
朝食会を開催した。当該領域における今後の日本に求めら
られる貢献や、国際機関と民間企業
との連携の必要性など 多岐にわたるテーマで活発な意見
との連携の必要性など、多岐にわたるテーマで活発な意見
見交換が行われた 当機構は 引き
見交換が行われた。当機構は、引き
続きUNAIDSとの協力関係を強めていく。

◇パネルディスカッション「Global
◇パネルディスカ
シ ン「Gl b l H
Health
lth Diplomac
Di l
cy in
i France,
F
Japan,
J
and
d
Norway」参加 （戦略国際問題研究所（CSIS）主催） (2010/10/22)
当機構ディレクターの村上博美は、ワシントンDCに拠点を
をおくシンクタンクCSISにて開催され
た会議「Global Health Diplomacy in France, Japan, and
d Norway」にパネリストとして参加
し、日本の国際保健外交について発表した。他二名のパネ
ネリスト（フランスの欧州分析機器製
造業協会連合会（EDMA）元会長のジョン＝フランソワ・デラビゾン氏、およびノルウェー首相
のアドバイザーを務めるトーア・ゴーダル氏）とともに、会議
議参加者やCSISの研究者との意見交
換
換を行った。当機構は、引き続き、世界規模課題である国際
。 機構 、
続 、 界規模課
あ 国際
際保健
際保健に対する日本の取組みをグ
す
本
ローバルに発信すべく、取組みを強化する。

◇マ ガレット チャン世界保健機関事務局長との面談
◇マーガレット・チャン世界保健機関事務局長との面談
談 (2010/11/19)
マーガレット・チャン世界保健機関事務局長来日に伴い、当機構代表理事の黒川清と面談を
行った。
保健や感染症に加え、今後、新興国
地球規模課題であるグローバル・ヘルス領域では、母子保
における慢性疾患急増への対策が急務である。不透明感を
を増す経済、少子高齢化など、社会
を取り巻く状況が変化する中、課題解決に向けて、マルチス
ステークホルダーによる取組みがよ
り重要となるとの指摘を受け、当機構においても、政府、企
企業、アカデミア、メディア、市民社会
等の多様なステークホルダーの知見と経験を集結し、引き続
続きグローバルな医療・健康課題の
解決に向けて
解決に向けて、一層の取組みの必要性を再確認した。
層の取組みの必要性を再確認した
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3. 2011年度の計画
医療政策

市民医療
療協議会

国内医療政策では、国内外のキーオ
ピニオンリーダーや世界的シンクタンク
と連携をした2010年度の実績をもとに、
2011年度は具体的な政策課題につい
て、提言および提言の発信、そして政
策の実行を促す活動を展開していく。特
に、高齢化社会における脳卒中や糖尿
病をはじめとする慢性疾患対策、旧来
の医療の定義に留まらない健康政策課
題、非感染症分野（NCD）における国
内イニシアティブの醸成に焦点をあてる。
さらには、新たな地域医療計画の策
定が間近であり、健康・医療政策にお
ける制度設計におけるビジョンある提
言を、マルチステークホルダー、超党派
によりまとめていく。
また、東日本大震災を受けて、被災地
への医療支援活動も震災直後から実
施しており、再建、再興にとどまらない、
新たなビジョンに基づく健康医療分野に
おける復興計画について、提言を行う
予定である
予定である。

ンター」プロジェクト
「がん政策情報セン
第1期の最終年度と
となる2011年は、事
業目標達成への活動
動と並行して、次期
プロジェクトにも継続
続できる事業モデル
の確立を行っていく。
。
これまでの学びから、がん対策におけ
る我々の貢献は、患
患者さんを中心とした
マルチステークホルダーによる議論の
場の提供と、議論の
のファシリテーターで
あると認識している。
。患者さん・家族の
声を、政策提言にしていくまでのプロセ
スデザインスキルを高め、都道府県や
国のがん対策に取り
り組む人々の側面
支援をしていく。また
た、六位(患者・議員・
た、六位(患者
議員
行政・医療者・メディ
ィア・産業界)参加に
よる「がん政策サミッ
ット」の開催、「アドボ
カシーワークブック」の改定、患者視点
での「がん対策白書
書」の発行などを通じ
て、がん対策におけ
ける貢献をしていく。
「がん政策情報セン
ンター」プロジェクト
の社会的役割はまだ
だ終わっておらず、
プロジェクトの継続に
に向けての準備も進
めていく。

4. ウェブサイト／メールマガジン
ウェブサイトにて、イベント情報や各種調査、資料を公開中。
。

■本部ウェブサイト

www.hgpi.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
グローバル・ヘルス・サミット
バル・ヘルス・サミット

www.ganseisaku.net
www.nouseisaku.net
www.tounyouseisaku.net
www.shinzousesisaku.net
www global-health-summit
www.global
health summit.org
org

■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、不定期配信

• 「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
政策情報
タ
り、隔週火曜
配信
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グロ バル・ヘルス・センタ
グローバル・ヘルス・センター
日本の世論は保健医療分野の開発
援助を支持しているにもかかわらず、
ODAに占める割合は低い現状がある。
そのため、今年度はグローバル・ヘル
スの政策決定プロセスの検証を行い、
グローバル・ヘルス課題に対する国内
世論の喚起に取り組む。 また、グロー
バル・ヘルスの主要な課題の一つ、「ポ
リオ撲滅」をテーマに、市民参加型のア
ドボカシー活動を展開し、活動を通じて
グローバルなネットワークを構築してい
く。
また、グローバル・ヘルス人材養成に
主眼を置いた調査研究活動を2010年
度に続いて実施し、研究の一環として、
大学生、大学院生を対象とした人材養
成講座を東京大学と共催する。
さらに、震災を機に立ち上げられた
CSIS主催の「3.11日本復興日米タスク
フォース」において医療分野で協力し、
復興再生のため効率の良い持続可能
な新しいシステム構築への提言を行う
予定である。

5. 当機構の歩み
2004年
・4月
4月

内閣府の認可を受け、特定非営利活動法
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
人東京先端医療政策センタ 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

2005年
・3月
・7月
・8月
・10月
・12月

シンポジウム：「少子化と女性の健康」（共催
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
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
永田町に事務所開設
事務所開設
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）
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）

2006年
・2月
・3月
・12月

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20110年まで毎年実施
第
第2回がん患者大集会後援
が 患者 集会後援
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
・7月
・11月
・12月
12月

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上
上げ
シンポジウム：「21世紀のウエルネスとイノ
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
ワ
クショップ：「都道府県がん政策ワ ク
クショップ」（共催：American Cancer Society）

2008年
・2月
・3月
・6月
・9月
・12月

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
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

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

「がん政策情報センター」プロジェクトスター
ート
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*以後毎年開催
「医療政策国民フォ ラム」発足
「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」 *以後毎年実施
緊急集会「たばこ政策の重要課題－健康増
増進と価格政策」

2010年
・5月
・6月
・7月
・12月

国際シンポジウム：「国際化社会における臨
臨床試験・治験ー効果的ながん臨床試験・治験制度の
構築に向けてー」開催
「What is Next for the G20? Investing in health and development」をイギリスで開催
（共催：米戦略国際問題研究所：CSIS、 英王立国際問題研究所：Chatham
英
House）
「国際保健政策サマープログラム～世界の
のために語り合う夏～」開催 （共催：東京大学大学院医
学系研究科国際保健政策学教室）
「アドボカシーワークブック～患者さんが作
作る提言活動の手引き～」発表

2011年
・1月

「認定NPO法人」として国税庁より認定
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6. 法人概要
名称

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（
（Health and Global Policy Institute; HGPI）
（「認定NPO法人」として2011年1月に国税庁より認定
定。）

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
代表理事
黒川 清
理事
齋藤 ウィリアム浩幸
理事
澁澤 健
理事
竹之下 泰志
理事
埴岡 健一
健
理事
廣井 良典
理事
吉田 裕明
監事
大 毅

役員

（2011年4月1日現在）

収入の推移

個人会員数
(¥1,000)

3,922

4,120

3,316
238,208

6
245,376
2,146

382

169,152

2005
128,578

61,447
48,983

2005
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2007

2008

2009

2010

815
2006

2007

2008

2009

2010

7. 決算

財産目録

（平成23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

155,148,006
,
,
9,502,906
164,650,912

負債合計

11,964,619
0
11,964,619

正味財産

152,686,293

（平成22年4月1日から23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

7,520,000
221,228,732
16,627,709
245,376,441

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*

1,967,285
96,032,889
6,023,016
38,761,212
16 243 083
16,243,083
159,027,485
25,723,485
184,750,970
60,625,471

(*次年度に充当予定の助成金含む)
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特定非
非営利活動法人 日本医療政策機構
Heallth and Global Policy Institute
■本部
部事務局（医療政策/グローバルヘルス）
〒1000‐0014 東京都千代田区永田町1‐11‐28 7階
TEL 03‐5511‐8521
0
FAX 03‐5511‐8523
URL: www.hgpi.org E
E‐mail:
mail: info@hgpi.org
■市民
民医療協議会
〒1033‐0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2‐5‐3
TEL: 03‐5614‐7796 FAX: 03‐5614‐7795
URL:
http://ganseisaku.net/ http://shimin‐iryou.org/
E‐mail: info‐shimin@hgpi.org
©特定非営利活動法人 日本医療政策機構

