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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、
多分野のステークホルダーを結集し、創造性に富み実現可能な解決策を示す。

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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1. 代表理事ご挨拶
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日本医療政策機構は、非営利・独立・超党派の民間シンクタンクとして活動を始め、
2011年に設立8年目を迎えました。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、医療政策をオープンに議論し、責任ある決定を
する成熟した民主主義のプロセスの確立が不可欠であるとの考えのもとに、活動を展
開してまいりました。
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、医療政策をめぐる状況は大きく変化しました。先進国では、「高齢社
会」「慢性疾患の増加」「格差の拡大」「財政状況の悪化」などを背景とし、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、将来を見据えた新たな社会制度設
計が求められています。このように医療政策をとりまく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、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る活動展開をすべく、2011年度
も取り組んでまいりました。
2011年の活動を開始した矢先におこったのが、東日本大震災でした。当機構では、
直後から被災地支援を実施するとともに、被災地の中長期的な医療システムの再構築
に向けた支援を開始しました。今回の震災は甚大な被害をもたらしましたが、復興の過
程で、災害医療のみならず、新たな地域連携による効果的な医療提供体制、医療資源
配分などの議論が加速しました。私たちは、ひとりひとりが自助努力のもと健康に暮ら
せる社会を目指し、震災後の教訓を、後世へ、そして世界へと残し、立場を越えてアク
ションを起こすためのオープンな議論の場の構築を目指します。
2011年の活動をまとめたものが、この年報です。私たちの取り組みをご理解いただき、
ぜひ引き続きご支援をお願いいたします。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、皆様との議論を経て、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していきたいと考えています。

2. (1) 医療政策―2011年度活動報告
■2011年度活動の概要
2011年度は、医療政策サミットおよび日米医療政策プロジェクトなど2010年度プロジェクトで顕在化した医療政策課題を
掘り下げ、充実させることで、政策提言の更なる向上を目指した。政策テーマとして、以下の領域を掲げた。１．健康政策推
進プロジェクト：医療政策から健康政策への転換を図るべく、より幅広いステークホルダーとの連携、「健康政策」という名
称の浸透を図る。２．慢性疾患対策プロジェクト：基本法への関心が継続的に高い脳卒中対策などの疾病別対策に加えて、
疼痛ケアやメンタルヘルス、NCDなど、政策トピックとしても議論が盛ん、かつ、ファンドからの関心も高いプロジェクトを手
掛ける。３．遠隔医療・医療IT推進プロジェクト：日米医療政策プロジェクトでも関心の高かった遠隔医療・医療ITに関して、
米国のHigh Tech Actなどを参考に、日本での政策提言を進める。４．震災復興支援関連プロジェクト：新たな地域医療計
画などビジョンに基づいた健康医療システムを推進する。
具体的には、医療政策サミット2012、NCD Japan Forum2011、CSISと協力しての日米医療政策プロジェクト報告会、地
域医療計画立案ワークショップ、及び震災関連をテーマとした朝食会等の実施を通じ、幅広い領域のリーダーによるオー
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2012 （2012/2/10）
「Open Platform and Global Collaboration」をテーマに開催した「医療政策サミット2012」（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策に関わるトップリーダー役100名が結集し、日本や世界の健康
課題について、オープンかつグローバルな視野から議論を行った。東日本大震災から約11か月を迎える中、今回は震災
復興支援や被災地での健康医療課題とその抜本的な改善に焦点を当て、具体的には、放射線による低線量被ばくに関す
る健康課題、被災地の医療システムの再構築、メンタルヘルスの3点について、議論を深めた。また、慢性疾患対策など先
進国で共通する健康医療政策課題についても議論し、今後協働して解決するためのプラットフォーム構築も提案された。
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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■震災復興支援プロジェクト （2011/3～）
東日本大震災直後から緊急チームを編成し、米国に拠点を持つ国際医療支援団体Project HOPEと連携をし、被災地
支援を実施。4月からは、米国在住の日本人医師・看護師・医療提供者を被災地に派遣する後方支援を開始した。2011年
5月31日（火）には、当機構の仲介のもと、達増拓也岩手県知事とProject HOPEによる被災地支援に係る覚書調印式も
執り行われた。また、岩手県山田町に対して、中長期的な医療システムの再構築に向けた支援を実施予定。
災害医療のあり方のみならず、遠隔医療のあり方、ホームケアのあり方、新たな地域連携による効果的な医療提供体
制、医療資源配分などの議論が、被災県を中心として加速しつつある。
• Project HOPEとの協力体制
米国に拠点を持ち1958年から世界各国で医療支援を行っている国際医療支援団
体Project HOPEと、震災直後から協力体制を構築。海外に活動拠点を持つ日本人
医療提供者などを被災地に派遣するべく協議を重ねた。また、被災地支援専門家の
現地視察をコーディネートし、現地での喫緊のニーズ、中長期的なニーズを見極め、
日本政府や各学会はじめとした国内のステークホルダーとも連携をしながら、支援を
開始した。
2011年5月31日、日本医療政策機構の仲介・調整によりProject HOPEと達増拓也
岩手県知事との間で被災地支援に関する覚書が結ばれ、調印式が開催された。
Project HOPEからは日本支援オペレーション「Operation Rising Sun」の責任者で
あるフレッド・ガーバー氏が出席し、被災地への医療ボランティア派遣、医療機器な
どの購入に際して支援をする旨、合意した。会見では、中長期的な視点から、被災
地の児童らに対する将来的な米国への奨学金の提供等についても議論が交わされ
た。
上記覚書に基づき、同年9月、その支援内容を具体化すべく、Project HOPEと日
本医療政策機構は、岩手県を訪れ、山田町副町長の佐藤勝一氏をはじめ、山田町
の健康福祉の専門家の方々と、また、岩手県の保健福祉の専門家の方々と協議。
これらの面談に基づき、Project HOPEは、山田町の現場の声を最重視し、喫緊の
ニーズ、中長期的ニーズの双方を見極めながら、引き続き、包括的な医療支援を
行っていくことを確認した。
• 特別朝食会の開催
「岩手県における医療施設の被災状況について」(2011年6月8日)
岩手県知事、総務大臣、地方分権改革担当大臣等を歴任された増田寛也氏による朝
食会を実施。被災地域における医療施設の被災状況や避難所の状況に関する情報共
有に加えて、今後必要な施策、あるべきビジョンについて、活発な議論が行われた。復
興に向けた医療連携の姿として、特区構想による復興、遠隔医療や医療ITの推進など、
産官学を超えたオールジャパンによる取り組みを求める声が会場から挙がった。
「復旧ではなく新星”いわて被災地過疎地型新医療モデル”」(2011年7月28日)
岩手医科大学学長として、震災直後から救援活動の陣頭指揮を取られたほか、被災
後の新たな医療システムの構築を見据えて、積極的に提言を発信されている小川彰氏
にお話しを伺った。小川氏は、「復旧ではなく新生“いわて被災地過疎地型新医療モデ
ル”」と題したご講演の中で、震災後の現地状況の推移を語られ、長年の医療過疎地域
である岩手県にあって、さらに今回の被災で医療提供体制の再定義が求められるなか、
あるべき道筋として、遠隔医療の推進を挙げられた。
「東日本大震災からの医療復興について」(2012年3月15日)
厚生労働事務次官の阿曽沼慎司氏および、医療法人社団鉄祐会理事長の武藤真祐
氏のお二人をスピーカーに迎え、東日本大震災が発生してから一年間の、これまでの復
興支援の取り組み、今後の計画についてお話をいただいた。
最初に武藤氏より、氏が理事長を務める「一般社団法人高齢先進国モデル構想会議」
の概略について説明があり、その後、医療法人社団鉄祐会がこれまで石巻医療圏で
行ってきた活動や、武藤氏らが中心なり実施した住民調査から見えてきた石巻医療圏の
課題について述べられ、最後に高齢社会の課題解決モデル確立の必要性が語られた。
続いて阿曽沼事務次官より、被災3県それぞれの医療体制の再構築の状況とそれぞ
れの取り組みについてお話を頂いた。お話の中で、震災直後に阿曽沼次官が政府行政
の立場からどのような動きをされたかという体験も語られた。
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• 日米医療政策プロジェクト/CSIS（米戦略国際問題研究所）主催：震災に関するシ
ンポジウム (2011/7/14)
日米医療政策プロジェクトで協働関係にある米国シンクタンクCSIS（戦略国際問題
研究所）の要請に基づき、米国ワシントンDCにて開催されたCSIS主催シンポジウム
「Roundtable Discussion on the Health Implications of Japan‘s “Triple
Disaster”」に参加（黒川清、村上博美、乗竹亮治）。
マイケル・グリーン氏（CSIS上級顧問・日本部長）による開会の辞に始まり、ス
ティーブ・モリソン氏（CSIS副所長・グローバル・ヘルス・ポリシー・センター長）による
コーディネートのもと、三か月強にわたり、医療における震災復興を支援してきた経
験から、これまでの教訓や今後の取るべき施策等について議論がなされた。

• 緊急フォーラム「グローバルに考える被災地の今 ～健康・医療分野における日米協力オープン・ダイアローグ～」開催
(2011/11/11)
コラッセふくしま（福島市）において、緊急フォーラムをCSISと共催。11月に発表されたCSISと日本経団連の協力による
「復興と未来のための日米パートナーシップ：3.11後の日米協力タスクフォース」の提言書発表を機に、被災地の健康医療
分野における長期的な国際協力体制について議論し、行動へとつなげるべく、国内外の政府関係者・医療従事者・市民・
ヘルスケア関連の企業の経営層など約70名が福島に集った。
開会の辞では当機構代表理事 黒川清の挨拶に始まり、福島県副知事 内堀雅雄氏及び、在日米国大使館 経済・科学担
当公使 マーク・ウォール氏が、復興に向けたこれまでの取り組みや今後の支援について、またこのフォーラムの意味合い
についてご指摘された。
引き続き行われたパネル１「復興と課題：日米パートナーシップの取り組み」では、CSIS上級顧問・日本部長 マイケル・グ
リーン氏がCSIS復興タスクフォースによる、日本の復興に向けての提言を説明し、全世界の安定のためにも日本の再建が
急務であること、米国 の知識と経験を活かし、日本の復興に貢献するための協力関係強化の重要性について話した。続
いて、株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO 冨山和彦氏は、震災後の深刻な状況下で東北３県のバス会社経営に奔
走した経験を踏まえ、今回の震災によって浮かび上がった日本の強さや弱み、それに伴う今 後の課題や国際社会が期待
する日本の姿などを訴えた。
パネル２「被災地の新しい医療・健康モデルに向けて ～オープンな協力体制を～」では、CSIS副所長 スティーブ・モリソ
ン氏、民主党政策調査会長代理 櫻井充氏、福島県保健福祉部の馬場義文氏、東北大学大学院教授の辻一郎氏らが、現
場レベルや医療専門家としての視点を踏まえ、今後の医療人材確保の施策、 短期及び中長期的な放射線対策も含め、
国内外で分野横断的に協力するためのプラットフォームの重要性について述べた。先の提言書の医療健康部門では、 放
射線、医療サービスの再構築、こころのケアの3分野を柱としているが、これを軸に具体的にどのような取り組みが可能か、
ボストン医療支援団顧問の出雲 正剛氏らコメンテーター3名も交え、様々な視点から意見が交わされた。
最後に会場からは、復興に向けた、多様なステークホルダーの連 携強化の重要性について意見が出され、黒川がグ
ローバルかつマルチステークホルダーによるオープン・プラットフォーム構築の重要性に言及し、フォーラムを 終了した。
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■ NCD 国連ハイレベル会合 フォローアップ会議出席（2011/9/19-20）
国連総会におけるNCDハイレベル会合関連会議に出席し、民間でのNCD分野における国際連携枠組みの構築に貢献。

■「NCD Japan Forum 2011～先進国の慢性疾患対策とNCDアジェンダ 国連NCD宣言後の世界～」
開催（2011/11/29）
世界的にも注目されているNCD（Non-communicable Disease、非感染性疾患）対策の重要性を参加者と再確認すると共に、
わが国における今後のNCD対策について、様々なステークホルダーの視点と熱意を共有し、今後の日本がとるべき対策につ
いて、議論の場を提供すべく、開催した。
日本はこれまでにも、国連の主要拠出国として世界の感染症対策において、大いに貢献してきた実績があり、慢性疾患対策
に知見を持つなか、NCD分野においても、国際的なイニシアティブを発揮することが期待されている。
フォーラムは、ディビッド・ウォーレン英国大使のご挨拶で幕を開け、武見敬三氏（東海大学政治経済学部教授／日本国際交
流センター シニア・フェロー）の基調講演に続き、イントロダクションとして、世界的なNCDに関する国際連携組織であるNCD
Alliance の戦略コンサルタント、ジュディス・ワット氏、千葉県保健医療担当部長の井上肇氏にご登壇いただき、「NCDとは？ 日本への意味合いと世界での役割」と題し、会場の参加者と共にNCDの現状について理解を深めた。
後半のパネルディスカッションでは、「各セクターの果たすべき役割 -グローバルパートナーシップに向けて」をテーマとし、国内
外の有識者4名【永井良三 氏（東京大学大学院医学系研究科内科専攻循環器内科教授）、麦谷 眞里 氏（厚生労働省 がん対
策・国際保健・医政担当審議官）、デイビッド・ブレナン 氏（国際製薬団体連合会 会長）、ロイス・ペース 氏（ランス・アームストロ
ング財団 ディレクター）】にご登壇いただき、様々なステークホルダーが、今後NCD分野でそれぞれの立場からどのような貢献
ができるのか、また取り組んでゆくべきか、そして日本がこれまで培ってきた健康政策に関する知見を世界のNCD分野で今後
どのように役立て、貢献することができるか、活発な議論と意見交換がなされた。

■ 「地域医療計画立案ワークショップ」開催（2011/5/24）
都道府県庁担当者向けに、マッキンゼー＆カンパニーとの共催により、都道府県庁医療政策担当者を対象とした「地域医療
計画立案ワークショップ」を開催した。

■ オランダ医療制度改革 コングレッショナル・ブリーフィング を開催（2012/1/16）
衆議院副議長/日蘭（オランダ）友好議員連盟会長の衛藤征士郎氏、在日オランダ王国大使館との共催により、「超党派コング
レッショナル・ブリーフィング（議員勉強会）」を開催した。
今回のブリーフィングは「オランダの高齢化と医療制度改革」をテーマに、オランダ健康・福祉・スポーツ省アジア担当特使のラ
イニール・コペラール氏をお迎えし、オランダの医療保健分野を含めた社会保障制度改革と高齢者の医療・介護システムについ
てご紹介いただいた。当日は党派を超え、医療、厚生行政に精通している多くの国会議員の方々にご参加いただくと共に、複数
のメ ディアにもご参加いただいた。

■ 健康政策分析レポートの執筆 (2012/3/19)
各国の健康政策、高齢化対策事情などをまとめたレポートをウェブサイトで公開した（オランダ・スウェーデン）。
※ 本報告書は、HGPIウェブサイト ＞ 調査・提言 ＞ オランダ及びスウェーデンの健康分析レポート発表 からダウンロード可

Annual Report 2011

| 8

■ CSIS/HGPI 「日米医療政策プロジェクト」提言書発表（2012/3/28）
戦略国際問題研究所（CSIS）及び日本医療政策機構（HGPI）は、日米両国が直面する医療政策課題について共同に取り組
む試みとして日米医療政策プロジェクトを、日米の医療サービスにおける新しい角度からの分析や提言、議論の場を提供、そし
て医療政策における今後の選択肢の提示を目的として2011年初めに立ち上げた。
本プロジェクトでは、医療サービス情報システムの開発及び病院支払制度改革のデザインについての政策の選択肢に焦点を当
て、2011年8月、ジョンD.ハラムカ氏によるCSIS・HGPI報告書「医療ＩＴと日本の医療課題への取り組み：米国の経験に基づく提
言」及び、ジェラルド・アンダーソン氏と池上直己氏の共著による「日本におけるDPCによる入院患者の医療費支払制度の強化
に向けて：米国メディケアの包括支払い制度から教訓」を発表した。また、2012年3月、秋山昌範氏と永井良三氏の共著による
「医療分野における情報技術：日本の医療サービスのためのe-Health」を発表した。

■ 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役を中心に特別朝食会を開催。
• 第9回朝食会（2011/04/26）
「東日本大震災被災地支援報告」
フレデリック・ガーバー 氏、ダレル・ポー 氏 （Project HOPE 日本支援オペレーション 責任者）
• 第10回朝食会（2011/06/08 ）
「岩手県における医療施設の被災状況について」
増田 寛也 氏 （前岩手県知事、元総務大臣）
• 第11回朝食会（2011/07/28）
「復旧ではなく新生“いわて被災地過疎地型新医療モデル”」
小川 彰 氏 （岩手医科大学 学長）
• 第12回朝食会（2011/09/21）
「ポリオ撲滅へ向けた最終段階の取組みの重要性と、日本のポリオ撲滅に向けたODA支援」
ローランド・サッター 氏 （国際保健機構(WHO)ポリオ撲滅イニシアティブ 部長代理）
門間 大吉 氏 （財務省 大臣官房審議官（国際局担当））
• 第13回朝食会（2011/11/29）
「NCD（非感染症疾患）対策の現在の潮流と今後の世界の動向」
ジュディス・ワット 氏 （NCD Alliance 戦略コンサルタント）
ロイス・ペース氏 （ランス・アームストロング財団 ディレクター）
• 第14回朝食会（2012/01/17）
「オランダの高齢化社会と医療制度改革」
ライニール・コペラール氏 （オランダ 健康・福祉・スポーツ省アジア担当特使）
• 第15回朝食会（2012/03/15）
「東日本大震災からの医療復興について」
武藤 真祐 氏（医療法人社団鉄祐会 理事長）
阿曽沼 慎司 氏（厚生労働事務次官）

■ 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32回定例朝食会（2011/05/20）
「プロジェクト・ホープと日本医療政策機構による被災地医療支援」
ジョージ・グスジャ 氏（プロジェクト・ホープ 「Rising Sun」作戦 オペレーション・オフィサー）
• 第33回定例朝食会（2011/10/27）
「NCDの世界的潮流と今後の日本への期待」
坂元 晴香 氏（厚生労働省大臣官房 国際課主査）
• 第34回定例朝食会（2011/12/02）
「GAVI：新しい官民パートナーシップの試み」
セス・バークレー 氏（GAVIアライアンス 事務局長）
Annual Report 2011
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2. (2) 市民医療協議会－2011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期プロジェクト」のゴールは、次の2点であった。
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、良いがん予算項目などの策定に影響を及ぼすこと」を、支援する。
結果として、注力してきた「都道府県がん対策推進条例」は、この3年間で新たに11県で制定され、さらに2011年9月現在、
6県で制定の動きがあることを確認している(県庁調査)。
また、予算などの試算に関しても、患者アドボケートの活躍により、がん患者への介護保険早期適用を示す通達が発せられ
たり、都道府県での相談支援・情報提供予算項目が増加するなどの成果が見られた。
患者アドボカシー活動の3年間を振り返ってみると、
①患者アドボケートが、がん対策やがん医療は、政治や政策によって左右される側面が強いと発見し、
②アドホカシーに取り組む仲間がいたことで喜びとやりがいを感じ、地域や所属を超えるネットワークを形成し、
③知識や情報が共有される学びが進み、
④各地で草の根的に生じた創意工夫や好事例がネットワーク上で各地に伝播され、
⑤患者アドボケートがリードすることで、異なる立場の多くの人々が一体となって取り組む「六位一体」のスタイルが広がり始め
た、といえることができよう。
これらの成果は、患者アドボケートが大きなけん引役となってきた。
私ども「がん政策情報センタープロジェクト」は、がん患者アドボケートの活動が促進されるよう、知恵とネットワークを共有す
る“場づくり“を支援してきた。この支援が患者アドボカシー活動に貢献できていることを論理的に関係づけることは難しいが、
何らかのインパクトを持てたのではないかと自負している。
多くの関係者の協力をもって「がん政策情報センター第1期」を終えられたことに、この場を借りて改めて感謝申し上げたい。
2012年4月より、同プロジェクト第2期をスタートさせる予定である。

がん政策情報センタープロジェクト 第1期(2009～2011年)報告書
–患者アドボケートと歩んできた３年間の記録 –
プロジェクトの活動内容と、患者アドボカシー活動の世界におこったことを振り返り、関係者の参考となる記録を残すため
に、報告書を作成した。
【目次】
はじめに
第１章 がん政策情報センター３年間の活動 -プロジェクトのミッションと成果第２章 患者アドボカシーの軌跡
１．患者アドボカシーの定着
～発見! 「政治家に話せるんだ」～ <芽生える>
２．ネットワークの形成
～ひとりじゃない。敬健と知識を共有し行動を～ <つながる>
３．情報による“知識武装”
～情報による裏付けを右手に、強い思いを左手に～ <学び合う>
４．好事例の伝播
～経験の共有で活動の連鎖が生まれた～ <広がる>
５．六位一体モデル
～ダイナミックな連帯が進む～ <未来を拓く>
第３章 アドボカシーに活用できるデータ -理想と現実のギャップを“見える化”第４章 プロジェクト評価 -活動と成果の関係を考察第５章 2009年から11年を振り返る -政治もがん政策も激動の３年間おわりに
※本報告書は、がん政策情報センターウェブサイトTOP＞私たちの使命＞がん政策情報センターについて からダウンロード可
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■ がん政策サミット2011
全国のがん対策推進協議会・がん患者関係委員、がん対策に関
わっている患者アドボケート(公募)が一堂に会し、都道府県議会議
員、都道府県庁職員、医療者が加わり、互いにがん対策について
学び合い、実践を考える場を設けた。
今回は、各地で今後がん対策を議論していくために有用と思わ
れる、議論の「進め方」の学び合いを行った。アドボカシーワーク
ブックツールキットを使用し、 現状の把握→ 課題の特定→ 解
決策の戦略的立案→ 活動評価 の方法を参加者が体験すること
で、各地でのがん対策の効率的な議論が進むことを期待した。

日程: 2011年7月16日(土)～18日(月)
会場: ベルサール九段
参加者: 患者関係者、都道府県議会議員、行政担
当者、医療提供者 総勢 172人
主なプログラム:
がん対策を動かす仕組みを学び合う
～“四位一体”型の議論と意見集約の手法～
特別プログラム「もつと知りたいがん対策基
本法: がん対策推進計画について」
復興シンポジウム「大震災から学ぶこと」

■「患者アドボカシーワークブック」 および 「ツールキット編」
2010度に制作した「患者アドボカシーワークブック」の改訂を行った。 また、海外の資料からの情報収集や日本の政策
評価の有識者に指導を仰ぎながら、「がん対策 課題解決の7つ道具」をテーマとしたツールキットを編集した。ツールキット
では、①ステークホルダーごとの課題を共有し、連携を強化、②あるべき姿と現状の課題を分析して対策を練る、③戦略・
活動計画を考え、具体的な施策にする という方法を紹介している。
アドボカシーワークブックの構成
第1章 アドボカシー
第2章 マネジメント
第3章 医療政策
同ツールキットの構成
1. 意識調査（アンケート）～社会の現状から課題を抽出する方法～
2. 意見集約型タウンミーティング～立場を越えて課題を浮き彫りにする～
3. 解決策抽出シート～理想と現実のギャップから対策を考えよう～
4. 戦略設計シート～目標達成につながる対策を考えよう～
5. ターゲット絞り込みシート～課題解決のキーパーソンを見つけよう～
6. 活動カード～具体的な活動に落とし込み、見直そう～
7. 課題解決をもたらす力～マネジメントとリーダーシップ
Annual Report 2011

| 11

■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。2011年末現在、105人が参加している。

■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、他地域への波及を目指した活動を行った。
2009年～2011年の3年間で、延べ16プロジェクトを支援、そのうち4プロジェクトは3年通年プロジェクトとして協働を行った。2011
年は、プロジェクト支援の最終年度にあたるため、3年間通年支援した4プロジェクトのリーダーと本プログラムの審査委員である
有識者が一堂に会し、市民プロジェクトについて議論した。その結果を、1) 他の関係者の連携、2) モチベーションの維持、3) 事
業の継続 をキーワードに、成功の秘訣をまとめ上げた。がん対策はもちろんのこと、各種市民活動の参考になることを期待し
ている。
3年間通年支援プロジェクト:
北海道 「がん予防検定を用いた地域ぐるみがん予防プロジェクト」
代表: 谷井貞夫さん(北見NPOセンター理事長)
宮城 「患者発 宮城版退院時サポートプロジェクト」
代表: 郷内淳子さん(婦人科がん患者会「カトレアの森」代表)
大阪 「府民へ届け! 大阪ならではのがん情報」
代表: 濱本満紀さん(NPO法人がんとともに生きる会 事務局長)
高知 「高知発 がん患者支援プロジェクト」
代表 安岡 祐莉子 氏(高知がん患者会一喜会 理事)
※肩書きは2011年10月現在のもの

■海外研修
2011年6月に米国シカゴで開催された米国臨床腫瘍学会(ASCO)第47回年次学術総会に患者アドボカシー枠で参加し、最新
のがん治療について、また米国の患者アドボケートの活動を学んだ。同時に、米国がん研究所(NCI)、米国食品医薬品局
(FDA) 、ジョンズホプキンス大学病院内エイボン乳がんセンターを訪問。 米国での薬の開発、臨床試験、そして承認プロセス
への患者参画の事例について学ぶ機会を得た。
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■アドボカシーアンケート
患者関係者、都道県議会議員、行政担当者、医療提供者を対象に、がん対策におけるアドボカシー活動に対する意識を
聴くアンケート調査を行った。その結果、回答者の約90%が「患者アドボカシー活動は重要」と回答している一方で、その成
果を実感している人は約60%にとどまった。患者アドボカシー活動は、ここ3、4年活発化したものの、まだ開発途上にあるこ
とが示された。
がん対策アドボカシーアンケート概要
・対象者 (有効回答数)
がん患者・家族(103)
国会議員・都道府県議会議員(89)
都道府県庁がん対策担当者(45)
医療提供者(263)
・方法
インターネット調査
・期間
2011年9月9日～9月30日
※本報告書は、がん政策情報センターウェブサイトTOP＞事例
から学ぶ＞がん対策白書＞がん対策白書2011 内 に掲載

■都道府県別がん対策カルテの編集
がんに関する各種データ (死亡率、検診受診率など)、医療資源に関するデータ、および都道府県庁にヒアリングを行って得
た、がん対策現状情報を、都道府県別にまとめた。
公表されているがん対策の情報と行政情報を都道府県別に集約したことにより、自県の状況把握、および他県との比較が容
易にできるようになった。来年度に控える都道府県がん計画策定の際の参考資料として使われるなど、政策検討の場で、また
医療界、産業界など様々な分野でがん医療・がん対策を考える際の参考になることを期待している。

※都道府県カルテは、 がん政策情報センターウェブサイトTOP＞事例から学ぶ＞がん対策白書＞がん対策白書2011 内 に掲載

■がん対策白書2011
患者アドボカシー活動のエビデンス集とするべく、患者アドボカシー活動の現状評価(「がん対策アンケート2011」の結果)、 患
者の声(「患者満足度調査2010」の結果)、がん対策カルテをひとつの冊子にまとめた。
冊子の中に、患者満足度調査内の自由回答欄への記述として得られた患者の生の声をすべて掲載した。
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■海外資料の翻訳・紹介
世界保健機関 (WHO) から出ている 「がん対策シリーズ 6巻」のうち、第6巻「政策とアドボカシー」を日本語に翻訳、ウェブ
サイトにて公開した。 この冊子は、アドボカシー活動の基本を簡易に解説しており、日本人にとって馴染みの薄い言葉である
「アドボカシー」 ついて理解を深めることができる一冊である。
「政策とアドボカシー」の構成
アドボカシーステップ1: 現状を把握する
アドボカシーステップ2: アドボカシーの目標を決める
アドボカシーステップ3: アドボカシー活動の対象を決める
アドボカシーステップ4: 連携の輪を広げる
アドボカシーステップ5: メッセージの作成
アドボカシーステップ6: アドボカシー活動の方法を選ぶ
アドボカシーステップ7: アドボカシー活動計画を立て、実行する
アドボカシーステップ8: モニタリングと評価
※本資料は、がん政策情報センターウェブサイトTOP＞事例から学ぶ＞資料集＞アドボカシー活動に関する手引き(海外資料翻訳版) からダウンロード可

■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。
2011年末掲載数: 1345件

掲載例: 「がんの医療資源」乳腺専門医数
データソース：乳腺専門医数＝日本乳癌学会ホームページより
（2011年1月1日現在）
加工：日本医療政策機構 がん政策情報センター

10 ～
8 ～ 10
6～8
4～6
0～4

プロジェクト評価
■参加者による評価

■外部評価委員会による評価

当センターのメーリングリストやがん政策サミッ
トに参加した患者アドボケートの皆さんから、プ
ロジェクトの活動に対するフィードバックを受けて
いる(年1回)。 2011年調査では、メーリングリス
ト、メーリングマガジンなどの情報共有ツールに
対する評価が高かった。
また、同時に回答者自身のアドボカシー活動
に対する自己意識を聴いており、2011年度の結
果(n=50)では、アドボカシー活動への興味・関
心、自身の活動の活発度、活動成果の全てに
関し、2009年と比較して年々高まる傾向にある
ことが確認された。

外部有識者6人による外部評価委員会を設置し、プロジェクトの目標設
定の妥当性、活動の進捗状況、社会への貢献意義などに関し、年1回の
会議で評価と指導を受けてきた。
2011年度の会議では、3年間の総括的評価が行われた。そこでは、1)
プロジェクトの目標と成果、その評価について、2) 日本の時流とアドボカ
シー活動について、3) プロジェクトの認知拡大について の3点に議論が
集約された。最後に評価委員長の 曽根泰教先生(慶応義塾大学大学院
政策・メディア研究科 教授)からは、日本語にない「アドボカシー」という言
葉に対するより良い日本語が見つかることが、今後日本でのアドボカ
シー活動の促進につながる、とのコメントがあった。
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※評価委員会報告書は、がん政策情報センターウェブサイトTOP＞私たちの使
命＞がん政策情報センターについて からダウンロード可

2. (3)グローバル・ヘルス・ポリシー・センター ―2011年度活動報告
2011年度活動の概要

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年と迫った2011年。2011年
度は、ミレニアム開発目標の達成及び、2015年以降のグローバル・ヘルス課題を見据え、国内に焦点をあてて活動を行った。
新規プロジェクトとして、国際保健の政策決定プロセスに関する調査プロジェクトを開始した。本プロジェクトは、国内の重要
なステークホルダーへのインタビューを通じて我が国の国際保健に関する政策決定プロセスを検証し、同時に、国際保健分
野における課題に対する国内世論の喚起にも取り組み、市民参加型の政策についての考察を行うものである。プロジェクト
の一環として、国内外のグローバル・ヘルスの専門家を招へいしての朝食会も度々開催した。また、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、2010年より毎年開催）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も行った。
次年度は、今年度の活動を継続し、日本の国際保健政策決定プロセスを明らかにするとともに、課題解決に向けた具体的
活動を行い、市民参加型の政策決定プロセスの構築を目指す。

■「Global Health Summer Program 2011 ～日本発 世界の健康課題解決に向けたアクション～」開
催（2011/7/28~8/6）
東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室との共催による10日間の短期集中・次世代リーダー養成プログラム
「グローバルヘルス サマープログラム2011」を開催した。
本プログラムは、世界を舞台にグローバルに活躍し、より良い社会の実現に貢献することをキャリアにしたいと考える若者を
対象とした、グローバル・ヘルス分野の次世代リーダー養成プログラムである。グローバル・ヘルスという重要な地球規模課
題に対し、日本が継続して貢献していくために、官民を巻き込んだどのようなアクションがあり得るのか、グローバル・ヘルス
における重要課題である、「ポリオ撲滅」をミッションとして具体的な解決策を考えた。
まず、グローバル・ヘルスや各界のリーダーや社会起業家によるレクチャーを受けた後、各チームに分かれ、フィールドワー
ク期間中、個人や団体、企業と議論・交渉を行い、社会にインパクトを与え得るアクション・プランを策定。最終日に、プログラ
ムの総括の場として、各班がアクションをまとめ、発表。グローバル・ヘルスの専門家や、社会で活躍する起業家から講評を
得た。
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■国際保健の政策決定プロセスに関する調査プロジェクト
2011年11月より、国際保健の政策決定プロセスに関する調査プロジェクトを開始した。
本プロジェクトでは、我が国の国際保健に関する政策の決定プロセスを検証する。同時に、国際保健分野における課題に
対する国内世論の喚起にも取り組み、市民参加型の政策についての検証も行う。
2011年度の活動としては、政策決定プロセスを明らかにするために、立法府、行政府、NGO、アカデミアなど、さまざまなス
テークホルダーを対象としたインタビューと文献調査を実施した。
なおこれらの活動は2012年度も継続して行い、得られた知見を報告書にまとめて2012年秋に公開予定である。

■グローバル・ヘルス関連朝食会の開催
・第12回特別朝食会 「ポリオ撲滅に向けて」(2011年9月21日)
10月24日の世界ポリオデーを控え来日した、国際保健機構(WHO)ポリオ撲滅イニシアティブ 部
長代理のローランド・サッター氏および、財務省大臣官房審議官（国際局担当）の門間大吉氏の両
名をスピーカーに迎え、ポリオ撲滅へ向けた最終段階の取組みの重要性と、日本のポリオ撲滅に
向けたODA支援を中心にご講演頂いた。
サッター氏は、「Accelerating Public-Private Partnerships for Global Health - Polio
Eradication」と題したご講演の中で、残り４カ国となったポリオ根絶のために官民一体となった最後
の取り組みの重要性を語られた。続いて門間氏より、パキスタンの予防接種事業に対する、ビル＆
メリンダ・ゲイツ財団と協力してのローン・コンバージョン（債務転換）による日本政府の約50億円の
円借款を例に挙げ、日本のODA支援の現状と今後の可能性について、ご講演をいただいた。
また、ポリオ撲滅へ向けた活動の重要なパートナーである国際ロータリー、パストガバナーの宮
崎茂和氏や、ユニセフ東京事務所代表の平林国彦氏にもご参加いただき、今後の官民挙げた活
動の重要性と新たな決意、日本がグローバル社会でイニシアティブを取ることの重要性について、
活発な意見交換がなされた。

・第34回定例朝食会「GAVI：新しい官民パートナーシップの試み」(2011年12月2日)
GAVIアライアンス 新事務局長のセス・バークレー氏から「GAVI：新しい官民パートナーシップの
試み」と題して、お話をうかがった。
2000年に採択された国連ミレニアム宣言にもとづき、世界共通の枠組みとしてまとめられたミレニ
アム開発目標（MDGs: Millennium Development Goals）達成の期限となる2015年まであと数年
となった。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ており、グローバル・ヘ
ルス分野におけるさらなる取り組みが求められている。しかしながら、厳しい経済状況下で多くのド
ナー国のODA拠出額が減る現状があり、官民パートナーシップの強化が必要不可欠であるといわ
れている。
そのような中、注目を集めるのが、GAVIアライアンスである。GAVIアライアンスは官民参加によ
るグローバル・パートナーシップで、途上国における予防接種へのアクセスを高めることにより、子
ども達の命を救い、人々の健康を守る活動をしている。アライアンスには、国連児童基金
（UNICEF）、国連保健機構（WHO）、世界銀行などの国際機関、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団など
の民間団体、ワクチン製造業者及び発展途上国・先進工業国の政府などが参加。日本政府が今
年からGAVIのドナーとなる一方、3万人にのぼる日本の個人投資家がGAVIの起債するワクチン
債を購入するなど、日本との関係も深まりつつある。朝食会では、来日したセス・バークレー氏に、
GAVIの革新的な官民パートナーシップやODAのみに頼らない資金調達のスキーム、日本とのか
かわりの重要性、最近のホットイシューについてお話しをうかがいながら、今後、日本ができる貢献
の可能性について議論した。

■GAVIアライアンス事務局長ヘレン・エヴァンス氏とCSOs による意見交換会
6月3日、ワクチンと予防接種のための世界同盟（GAVIアライアンス）の事務局長（当時）のヘレ
ン・エヴァンス氏と、保健分野において活動をしている日本のCSOs (Civil Society Organizations、
NPOやNGOなどの市民社会組織)との意見交換会を当機構が企画・開催した。GAVIアライアンス
は、ワクチンや予防接種によって子供の命を救済するために、政府、民間、産業などの主要プレー
ヤーを一同に参加させる画期的なメカニズムを構築した。エヴァンス氏は、日本の市民社会との連
携を強化していきたいと発言し、今後の連携の可能性について意見交換を行った。
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3. 2012年度の計画
医療政策

市民医療協議会

医療政策ユニ ットでは、各界のリー
ダーや世界的シンクタンクとの連携を強
めた2011年度の実績をもとに、2012年
度は幅広い政策課題についてマルチス
テークホルダーと共に政策提言および
政策の実行を促す活動を進めていく。
特に、2013年度より地域医療計画が改
定され、従来の四大疾病（がん、脳卒中、
糖尿病、心疾患）に加えてメンタルヘル
スが盛り込まれることを受け、メンタル
ヘルス分野および地域医療計画関連
の有識者を国内外より招聘し、フォーラ
ム開催等を通して政策に昇華させてい
く。
また、2011年度に引き続き米国シンク
タンクCSIS（戦略国際問題研究所）との
協働により、日米が共通して抱える医
療政策課題に関して両国の専門家を交
えた調査研究を行い、政策提言を行う。
さらに、東日本大震災復興支援に関し
て は 、 海 外 医 療 支 援 団 体 Project
HOPEによる岩手県山田町支援および
CSIS等との共同政策提言に、引き続き
取り組んでいく。

2011年末に節目を迎えた「がん政策
情報センタープロジェクト」第1期の活動
を継続すべき、2012年4月から「がん政
策情報センタープロジェクト」第2期をス
タートさせる。 第1期は、患者アドボ
ケート育成支援を活動の柱にし、患者
アドボケートの活動が法令や施策に影
響を与えることを目標に活動してきた。
第2期は、患者アドボケートを中心とし
た、“六位一体モデル”でのがん対策へ
の取り組みを支援していく。
2012年は国のがん計画第2期の始ま
りの年であり、都道府県がん計画策定
作業の年という、重要な年である。国が
掲げる全体目標(死亡率20%低下、患
者QOLの向上、患者が安心して暮らせ
る社会の構築) 達成のための道筋を、
患者アドボケートが中心となって関係ス
テークホルダーと協業して作成する環
境づくりを行う。
プロジェクトリソースは、第1期最大時
と比較し約1/3 となるが、業務効率化を
図り、これまで以上に活動の質を上げ
ていきたい。

グローバル・ヘルス・
ポリシー・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、昨年に引き続き、国内のグ
ローバル・ヘルス分野における主要ス
テークホルダーへのインタビューを通
じ、グローバル・ヘルスの政策決定プ
ロセスの検証を行い、報告書を2012
年秋に発表予定である。秋以降は、日
本のグローバル・ヘルス分野への貢献
を高めることを目的とし、市民参加型
のグローバル・ヘルスに関するアウェ
アネス・レイジング活動を展開予定で
ある。
また、今年で3回目となる、大学生、
大学院生を対象としたグローバル・ヘ
ルス分野における人材養成講座を
2012年夏に開催予定である。東京大
学と協力し、日本から当分野で国際的
に活躍する人材の輩出を目指し、継続
的なサポートシステムの構築を目指す。

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
• がん政策情報センター
www.ganseisaku.net
• グローバル・ヘルス・サミット www.global-health-summit.org

■メールマガジンの配信
• 「日本医療政策機構メールマガジン」
イベント開催時を中心に、不定期に配信。日本医療政策機構の活動・イベント情
報を提供している。2011年度末時点で約3,000人の手元に届いている。
※メールマガジンは、日本医療政策機構ウェブサイトTOP＞HGPIメールマガジン＞会員登録
にて購読申込可

• 「がん政策レター」
隔週火曜日に配信。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、「がん政策情報センター」のウェブサイトへリンクする窓口としての役割も担っ
ている。2011年度時点で、合計665人の手元に届いている。
※メールマガジンは、がん政策情報センターウェブサイトTOP＞みんなで動かす＞メールマ
ガジン にて購読申込可
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5. 当機構の歩み
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

特定非営利活動法人 日本医療政策機構と改称

2006年
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」実施*以後2010年まで毎年実施

・2月

2007年
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）

・12月

2008年
・2月
・3月

第1回グローバル・ヘルス・サミット開催（共催：世界銀行）
シンポジウム：「心疾患国際患者会シンポジウム2008」

2009年
・2月
・5月
・6月
・10月
・10月

「医療政策サミット2009」開催
「がん政策サミット2009春」開催
「医療政策国民フォーラム」発足 （2009年8月に第一期の活動を終了）
「脳卒中政策サミット」開催
「がん政策サミット2009秋」開催

2010年
・2月

「医療政策サミット2010」開催
「日本の医療に関する世論調査」実施
「がん政策サミット2010春」開催
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
「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 House）
「国際保健政策サマープログラム」開催
2009年 がん患者意識調査 発表
「アドボカシーワークブック～患者さんが作る提言活動の手引き～」発表

・4月
・5月
・6月
・7月
・12月

2011年
・1月
・2月

・4月
・5月
・7月

・8月
・11月

「認定NPO法人」として国税庁より認定
「医療政策サミット2011」開催
「グローバル・ヘルス・フォーラム2011」開催 （共催：UNITAID、東京大学国際保健政策学教室）
「超党派コングレッショナル・ブリーフィング」開催
厚生労働省委託事業 平成22年度がん対策評価・分析事業 「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」 発表
「地域医療計画立案ワークショップ」開催
2010年 がん患者意識調査 発表
日米医療政策プロジェクト／CSIS 震災に関するシンポジウム （共催：CSIS）
「がん政策サミット2011」開催
「グローバルヘルス サマープログラム」開催
「日米医療政策プロジェクト」提言書発表
緊急フォーラム「グローバルに考える被災地の今 ～健康・医療分野における日米協力オープン・
ダイアローグ～」開催
「NCD Japan Forum 2011 ～先進国の慢性疾患対策とNCDアジェンダ 国連NCD宣言後の世界～」開催

2012年
・1月

超党派コングレッショナルブリーフィング「オランダの高齢化社会と医療制度改革」開催
「がん対策白書 2011～アドボカシーに使える情報集～」発表
「医療政策サミット2012」開催

・2月
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6. 法人概要

（平成24年6月現在）

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（Health and Global Policy Institute; HGPI）

名称

（「認定NPO法人」として2011年1月に国税庁より認定。）

所在地

役員

（本部事務局（医療政策/グローバル・ヘルス・ポリシー・センター））
〒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）
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-10-101号室
TEL 03-3222-6532 FAX 03-3222-6535
代表理事
黒川 清
副代表理事
吉田 裕明
理事・事務局長 石黒 光
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
理事
廣井 良典
監事
大 毅

7. 決算
財産目録

I.

（平成24年3月31日現在）

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

収支計算書

I.

（平成23年4月1日から24年3月31日まで）

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
事業費合計
2. 管理費
経常支出合計
経常収支差額

（単位：円）

153,858,025
6,569,392
160,427,417
9,816,640
0
9,816,640
150,610,777
（単位：円）

4,300,000
157,126,006
522,635
161,948,641

2,934,904
93,205,238
5,477,565
42,552,258
144,169,965
19,472,678
163,642,643
-1,694,002
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特定非営利活動法人 日本医療政策機構
Health and Global Policy Institute
■本部事務局（医療政策/グローバル・ヘルス・ポリシー・センター）
〒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
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