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日本医療政策機構
2004年4月

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

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2月

「日本の医療に関する世論調査」、
「医療政策サミット」
「国民が真に求める医療政策」を明らかにすべく、全国
世論調査を実施。これと同時に、幅広いステークホルダー
を巻き込んだシンポジウム「医療政策サミット」を初開催。
世論調査結果をもとに、政策立案者、医療従事者、患
者、企業トップ、与野党国会議員など各界のリーダーが、
医療政策の重要課題をマルチステークホルダーで議論する
初の会議として大きな注目を集めた。

2008年2月

「グローバルヘルスサミット」
「グローバルヘルスサミット」を世界銀行と共催、小泉純一郎元首相ほか世界
的なリーダーが結集した。
同年日本で開催された第4回アフリカ開発会議（TICAD IV）やG8洞爺湖サミ
ットに向け、グローバルヘルスで日本が果たすべきリーダーシップについて議論を深
めた。

2009年5月

「がん政策サミット」
2日間で24都府県・37人の都道府県がん対策
推進協議会の患者関係委員などに加えて、国会
議員、県議会議員、都道府県がん対策担当者ら
が一堂に会する「がん政策サミット2009」を初
開催。
各地の好事例を地域やステークホルダーの垣
根を越えて共有し、日本のがん対策の優先課題
について議論を行うと同時に政策提言を提出。
医療政策立案への患者参画の道を大きく切り拓く
きっかけとなる。

2009年6月

「医療政策国民フォーラム」
35人のメンバーからなる民間有識者会議「医
療政策国民フォーラム」を設立。2009年総選挙
を前に「医療政策−マニフェストで問うべき3つの
重要課題」を取りまとめ各政党に提出。
安定財源の確保と、急性期医療への集中投
資、自律的な専門医制度の確立、政策決定プロ
セスの透明化などを提言した。
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HGPIへ参画し、私が特に注力して
取り組んだのはグローバルヘルスの

卒
業
生
コ
メ
ン
ト

プロジェクトの立ち上げです。医師に
なりたての私がキャリアの早い段階で
有意義な人脈をつくり、視野を広めら
れたのは、HGPIでの経験があってこ
そでした。戦略コンサルティング会社
に身を置く今、同機構で培った視点
や人とのつながりは大きな財産となり
市民主体で考え行動するという哲学
は、私の活動の軸となっています。
（戦略コンサルティング会社勤務／
原 聖吾氏）

卒
業
生
コ
メ
ン
ト

大学の福祉系学部に在籍していた
私は、HGPIのインターンというかけが
えのない経験を積めました。患者団
体のシンポジウムやグローバルヘルス
サミットなどの国際会議の運営などを
通じて、
シンクタンクの最前線の世界
を内 側から見る機 会に恵まれまし
た。HGPIでの体験やスキルは今の
仕事でプロジェクトを手がけるうえでも
大きな財産となっています。想像以
上にさまざまな経験を積むことがで
き、あのときのインターンが自分の可
能性を拡げてくれたとたいへん感謝し
ています。
（専門商社で販売企画を担当／太
田 好彦氏）

10 年の足跡
2011年1月

2012年1月

認定NPO法人として認定
「がん対策白書2011〜アドボカシーに使える情報集〜」
がん対策アンケートにもとづき、都道府県におけるがん対策の体制などについてまとめた「がん対策白書2011」
（後に「がん対策カ
ルテ」と改称）を発表。都道府県別のがん対策の現況などの情報を可視化、都道府県毎のベンチマーキングのデータを提供すると
同時に重要事項についてはランキングも作成した。

2013年5月

「国際シンポジウム2013
アフリカ経済成長の鍵〜健康への投資〜」
第5回アフリカ開発会議（TICAD V）のパートナー企画とし
て公益財団法人日本国際交流センター（JCIE）とともにアフリカ
の持続的成長を支える保健医療の問題に焦点をあてたシンポジ
ウムを主催。
アフリカと日本の企業経営者や国際機関などからスピーカーを
招き、官民パートナーシップ事例を議論。アフリカにおける保健医
療分野に対する新たな視点を提供した。

2013年11月

セミナー「官民連携によりグローバルヘルスの課題解決に挑む」
グローバルヘルス分野の官民パートナーシップの必要性やグロ
ーバルヘルスR&Dを推進するGHIT Fundの取り組みに焦点を
あてたセミナーを公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金
（GHIT Fund）と共催。

卒
業
生
コ
メ
ン
ト

2014年11月

HGPI 在籍中、私は主にグローバルヘルスユニットで活動
しました。国内外での国際会議の運営や、政府や企業、国
際NPOの取り組み事例を紹介するレポートの作成、大学生
対象の人材養成講座の開催など、非常に刺激的でした。
これらの経験を活かし、医療現場に根ざしながらグローバル
ヘルスに貢献したい̶̶このような想いから、現在、医学
部に籍を置き医師をめざして奮闘中です。
（医学部在籍中／杉山 晴子氏）

「社会的投資により認知症課題を解決する
─G7認知症サミット後継イベント
民間サイドミーティング」
日本政府主催の「認知症サミット日本後継イベント」に合わせ、
経済協力開発機構（OECD）と共催で民間セクターによるサイド
ミーティングを開催。街づくり、ロボットの活用、宅配便による見守
りサービスなど、民間主導で進む革新的アプローチを10人のプ
レゼンターが紹介。
認知症などの高齢社会課題解決に向けた新たな切り口を示
し世界各国から集まった参加者やメディアの大きな注目を集めた。
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宮田 2004年の創立から10年がたちまし

クな経歴をお持ちの宮田さんが、ここを活

た。振り返ってみていかがですか。

動の場に選んだ理由は？

小野崎 創立当初から10年間、日本医療政

宮田 ひとつには、自由な雰囲気に惹かれ

策機構（HGPI）はともすると対立する医

たからです。年齢やキャリアに関係なく、

療を取り巻く関係者（
「マルチステークホ

皆が自由にアイデアを出し合える。

ルダー」
）が一堂に会して議論する場を提

実際、私のような型破りな人材に活動の

供してきました。独立したプラットホーム

場を与えてくれているのですから深い度量

という意味で貴重な役割を果たしてきたと

を感じます。

思います。

小野崎 私は、もともとは普通の会社員で、

また、
「医療政策サミット」や「がん政

海外生活などを経てHGPIに参画しました。

策サミット」は、たとえば都道府県の政策

やはり世間一般から見れば、かなり異色な

決定への患者参画などに貢献しました。

経歴だと思います。

宮田 今でこそ珍しくなくなってきました

多様なバックグラウンドを持った人材が

が、マルチステークホルダーが議論する場

自由に知恵を出し合える──それがHGPI

の提供は、民間・独立の立場を守るHGPI

のユニークな存在価値を生み出していると

だからこそできたことだと自負していいで

言えます。

しょう。
小野崎 寄附を中心に活動費をまかなう団

宮田 独立性を堅持し是々非々で議論して

体が長期間存続することは、実はそれほど

発信していること、企業、政府、国際機関、

簡単ではない。私は、しかしどんな環境下

患者団体や政治家など、あらゆるステーク

でも「民間・独立」にこだわる姿に感銘し

ホルダーとの広いネットワークがあり、か

HGPIの活動に参画するようになりました。

つそれがグローバル。これが強みだと思い

宮田さんは心臓外科医でありながら厚生

ます。普段は会えないような方と身近に接

労働省で実務経験を積み、今はHGPIを牽

してディスカッションができるだけでも、

引する存在になっています。とてもユニー

若い人には大きな魅力でしょう。

日本医療政策機構理事・事務局長

小野崎 耕平

おのざき・こうへい○医療関連企業勤務の後、米留学。2007
年に日本医療政策機構に参画、事務局長代行。
その後グローバル
医薬品企業などを経て、
2014年に日本医療政策機構に復帰。
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─非営利独立の医療政策シンクタンクとして─
小野崎 当HGPIに若い優秀な人材が集ま

ベルを維持あるいは向上させることが求め

るのは、ここで経験を積んだ後、各界で翔

られるでしょう。HGPIには、どの国も直

いている卒業生の姿を見ているからだとも

面しているこの難題に率先して政策やアイ

思います。HGPIでの活動で、自分が成長

デアを提供し、それを実現に結びつけるこ

できた──インターンやスタッフの「卒業

とが期待されているはずです。

生」から聞く感謝の言葉が励みです。

また、医療政策分野で活躍できる人材の

さて、これからの10年、HGPIのめざす

育成は、日本ではまだまだの状況。現在、

ところについては、どのように考えていま

HGPIでは、医療政策人材育成のコース＊を

すか。

構想中です。

宮田 マルチステークホルダーに議論の場

＊
「医療政策アカデミー」として2015年4月開講

を提供し、さまざまな意見があることを発

小野崎 私は、何はともあれ、情熱を持っ

信していた時代を経て、今後は、我々自身

た若い人材が常にHGPIに入ってくるよう

がさらに実践的な医療政策の提言をする新

なサイクルが、10年後もまわりつづけてい

たなステージに入っていくべきです。

たら大成功だと思います。10年後には私た

小野崎 同感です。場の提供にとどまらず

ちではなく、別の人材が、今回のようなイ

新たな政策のアイデアや切り口を提示し、

ンタビューを受けているようにしていかな

「政策の死の谷」を超え具体的なアクショ
ンに結びつかせるとともに、それができる

ければなりません。
日本はどこの国よりも早く超少子高齢社

人材輩出にも挑戦したいですね。

会に突入しています。そうした中、日本が

宮田 日本の将来は社会保障、とりわけ医

どのようにして持続可能な医療システムを

療にかかっています。産業や成長という視

構築するのか、次世代にツケを残さずに財

点でも今後は、医療、ヘルスケア領域がま

政再建ができるのか──今まさにグローバ

すます重要になってきます。

ル社会が注目をしています。才能ある人材

複雑な医療システムのもと、経済財政状
況が良くない中であっても、医療の質やレ

知実常医
見践に療
の
を的ベ
持
提なー
ス続
供政に
す策据可
るのえ能
スアな性
テイがを
ーデら
ジア
にや

の知識を結集し、HGPIもその一翼を担う
ような役割を果たせると信じています。

宮田 俊男 日本医療政策機構エグゼクティブディレクター
みやた・としお○人工心臓の研究にたずさわったのち医学部に
編入、阪大病院などで心臓外科医。2009年に厚生労働省に入省。
2013年に同省を退官し日本医療政策機構に参画。
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A c ti vi ty R e p o r t

医 療 政 策
医療政策における変革の原動力となる

医療政策の重要課題を問いアジェンダを設定

今回もフロアを巻き込んだ熱い議論が
展開されたパネル討論

医療政策サミット2015

（2015年2月開催）

医療界のリーダー、政府幹部、企業トップや与野党国会議員が結
集。医療改革の重要論点、グローバルヘルスにおける日本の貢献な
どについて熱い議論を戦わせた（クローズド、招待者限定）
。

「厚生労働大臣の617日を振り返る」で語る
田村憲久前厚労相

特別朝食会
国内外の医療政策のリーダーを招き、当機構関係者を対象に行
われる朝食勉強会。2014年10月には任期を終えて間もない田村前
厚労相を招きその本音に迫った（クローズド、招待者限定）
。

夜の永田町で参加者を交えた
激しい論戦が繰り広げられた

定例朝食会
「がんサバイバーシップ」、
「研究倫理」、
「メンタルヘルス」などをテ
ーマに計4回実施。
カフェで開催するカジュアルな朝食会で、常に新たなパースペクテ
ィブを提供。
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特別フォーラム

「激論：これからの医療政策の重要課題を問う」
HGPI主要メンバーが、医療政策の重要課題について是々非々
で議論する特別フォーラム。2014年は内閣改造直前にHGPIの小
野崎、宮田２名が 激論 。

活動報告

2014年度も、
「マルチステークホルダー」の議論の場を設定。
イノベーション、成長戦略、がん政策やメンタルヘルスなど、
さまざまな切り口からアイデアを提供した。
また、認知症プロジェクト、震災復興支援プロジェクトも展開した。

主要メンバーによる
政策提言
講演する宮田俊男

エグゼクティブディレクター宮田俊男
ら主要メンバーが、講演や執筆などを
通じて医療イノベーション、再生医療、
医療保険制度改革の論点などの喫緊
の医療政策課題について発信。

「日英の医療イノベーション・
レギュラトリーサイエンス対策
（ロンドンにて)
ワークショップ」
2014年4月、HGPIと在英国日本国大使館がロンドン
で共催。医療分野でのイノベーションを促進するための
政策課題を日英両国で議論した。

「社会的投資」、
「民間主導」で
認知症に立ち向かう
──認知症プロジェクト

「G8認知症サミット」を受け発足した「世界認知症諮問委員会」に
黒川代表理事が日本から唯一選任。以降、HGPIは認知症に関する
政策提言と同時に、認知症サミット日本後継イベントの後援などを行い
認知症対策の加速を促すとともに「民間主導」、
「社会的投資」で高齢
社会課題を解決するという新たなパースペクティブを切り拓いた。

民間サイドミーティング
「社会的投資で認知症課題を解決する」

被災地における
健康課題の本質に迫る
──震災復興支援プロジェクト

東日本大震災直後から、米国医療支援団体Project
HOPEらとともに支援活動を開始。2014年度には被災地
住民への健康生活調査を実施すると同時にフォーラムを開
催。震災に関連するメンタルヘルスに深く切り込む研究活動
も継続している。
◀

2015年3月11日「日本における災害後メンタルヘルス:
学びと課題」を公表

アウトリーチ活動を行うHGPIと
Project HOPEのスタッフ（岩手県山田町）
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アドボカシー支援
患者の政策提言力を高める

患者、市民が政策提言をするアドボカシー活動が、
マルチステークホルダーと協働しつつ強化されることで
政策の質の向上、ひいては医療とケアの均てん化
（あまねく質の高い状態となる）の実現をめざし活動した。

がん政策情報センタープログラム
「がん政策サミット2014〜六位一体で
がん対策を高め続けよう〜」
第9回となる今回は、これまでの集大成と位置づけ、参加者がこれ
からも継続的にがん対策のPDCA（計画、実行、評価、改善）サイク
ルをまわしていける実力をつけること、また、がん対策の各分野の好
事例を把握し、それを国や地域に浸透させる行動を広めることを目標
とした。
患者関係者65人（33都道府県）
、行政関係者42人（22都県）な
ど約180人が参加。第1部では、アドボカシースキル向上のための「政
策のアウトカム評価」、
「データによる地域の現況把握」、
「国のがん対
策中間評価指標」、
「地域医療計画の新しい動向」、
「PDCA管理の
仕方」などを学んだ。
第2部では、がん対策の好事例を、
「各療法とチーム医療の推進／
医療従事者の育成」、
「緩和ケア」、
「医療介護サービス提供体制／
在宅医療」など、7つの分野にわたって共有した。
がん対策推進協議会、研究機関、政府関係者らによるゲスト講演
も参加者の関心を集めた。
事前に地域のがんの現況とがん対策の進捗を予習して参加した患
者アドボケートたちは、会場では自らのアドボカシー活動の行動計画
を作成し、それぞれの地域へと戻っていった。

「患者アドボカシーカレッジ」
ウェブサイトでアドボカシーのノウハウ、組織マネジメントスキル、政
策知識に関する50数編のテキスト素材を提供。知識の習得だけでは
なく、アドボケートの行動を促すように工夫された、患者・住民が政
策提言力を高めるための学習支援カリキュラムを提供した。
これらは、患者アドボケートの学習のみならず、企業の研修などの
場においても活用された。
＊がん政策情報センタープログラムを行っていた市民医療協議会は、2014年
度をもって活動を終了いたしました

Over Cancer Together
キャンペーン
──がんサバイバーの声で
社会を変える

がんサバイバー＊が体験談を語る活動を支援し、ボトムアップで
「がんになっても安心して暮らせる社会」の実現を応援する第2回
「Over Cancer Together（OCT）キャンサー・サバイバー・スピー
キング・セミナー」を開催した。
さまざまながん種や職業の、これまでアドボカシー活動にかかわっ
ていなかったがんサバイバー30人が参加。専門家による講義と、体
験談を発表する実践演習で効果的な伝え方を学んだ。
第1回の参加者の中には、同セミナーをきっかけに、国の機関や病
院、学会で自身の体験を発表するなど、アドボカシー活動にたずさわ
るようになった方も多い。
＊がん患者、経験者とその家族、遺族、ケアをする人、友人など、広くがんに関
係のある方すべて

がん政策サミット2014には全国から
約180人が参加
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活動報告

グローバルヘルス
グローバルな健康課題に取り組む

ヘルスセクターでの貢献は日本の未来を
切り拓くことにもつながることから、国内のみならず、
グローバルな健康課題や保健医療政策課題に目を向け
解決に取り組んできた。

イベント及びセミナーの開催

グローバルな保健医療政策課題に対する日本の貢献や、課題解決への新たな視点を提供する

【実例】

マラリアデーイベント

USAID開発コンサルタントとの朝食会

顧みられない熱帯病（Neglected Tropical Diseases）の
流行を阻止するため研究開発（R&D）を取り上げたイベント

リーダー育成事業

保健医療分野での日本の貢献がグローバル社会から期待されている中、
ヘルスセクターの課題解決をリードし、グローバルヘルスを担える次世代リーダーの育成に努めている。

【実例】

第5回
グローバルヘルスサマープログラム
医療や看護、公衆衛生などの分野の大学生と若手専門家12名
を集め、米国に拠点を置くNGO, Project HOPEと協力し、フィリピ
ン・カモテス諸島でフィールドワークを行った。
参加者は東京でのワークショップに2日間参加した後、カモテス諸
島を巡り、フィリピンの地方における医療の現況や、Project
HOPEが災害復興支援を行っている現場を見学。医師、政策担
当者らとのミーティングや、病院、保健所などの訪問を通じて、参加
者は座学では知りえない生きた知識を身につけた。
参加者がまとめたカモテス諸島の医療者確保に関する提案書は
Project HOPEの計画への反映が検討されている。
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MediaMediaMedia 2014

2 0 1 4 年 度 メディア 掲 載 一 覧
分類

媒体名

見出し

日付

雑誌

月刊

求む！ 治験で活躍する薬剤師

2014.4.1

その他

経営情報

震災復興再生への道

2014.4.1

雑誌／ウェブ

日経メディカル

コラム：宮田俊男の「医師こそ戦略思考を」
：戦略思考のススメ

2014.4.16

テレビ

ｖｃ

成長の柱か壁か 医療改革と国民皆保険

2014.4.29

ウェブ

BioWorld

Japan eyes biotech, innovation in eﬀorts to bolster jobs, economy

2014.5.1

ウェブ

日経ビジネス

法人税引き下げは効果を生むのか

ウェブ

薬事ニュース

新聞

山梨日日新聞

医療新世紀：社会の負担

新聞

下野新聞

COPD負担 年間2000億円

2014.6.3

新聞

静岡新聞

COPD社会的負担は年2000億円

2014.6.3

ウェブ

47ニュース

COPDの負担金2千億円 民間シンクタンク推計

新聞

福井新聞

社会負担年2,000億円 慢性閉塞性肺疾患患者530万人

雑誌／ウェブ

日経メディカル

コラム：宮田俊男の「医師こそ戦略思考を」

薬事

医薬品の貿易赤字に見える日本の課題

■読売新聞／2014年8月14日朝刊／
「論点」
（小野崎耕平 オピニオン）

2014.5.15

未承認薬・適応外薬検討会議で
「公知申請に該当」
と評価された医薬品に関する情報

2014.5.30

年2000億円

2014.6.2

2014.6.3
治療は２２万人

2014.6.10

先進国の中で際立つ日本の臨床研究力の惨状
なぜ日本では臨床研究が軽視されてきたのか

2014.6.18

新聞

新潟日報

慢性閉塞性肺疾患

2014.6.23

雑誌／ウェブ

日経産業新聞

日本医療政策機構医療政策ユニット長

社会的負担

年2,000億円
宮田俊男氏

−細胞使う治療、届出制に、再生医療、
関連法整備で活性化へ

2014.6.24
2014.6.26

新聞

千葉日報

COPDの負担年2,000億円

雑誌

Monthly ミクス

製薬企業クライシス 生き残りをかけた成長戦略を語る

新聞

京都新聞

新聞

宮崎日日新聞

COPD負担年、
2,000億円

2014.7.1

雑誌

まねきねこ vol37

がん政策サミットで育まれた患者アドボカシー

2014.7.1

新聞

薬事ニュース

2014年上半期医療・医療品業界の話題

第一回：強大化するグローバル企業に渡り合える能力を備えよ

2014/7月号

COPD慢性閉塞性肺疾患 社会の負担

2014.7.1

年2,000億円

臨床研究を巡る不正事案「製薬企業はビジネスモデルの改革を」

雑誌
長崎新聞

COPDによる社会の負担

新聞

琉球新聞

COPD 経済負担は年2,000億円

2014.7.8

新聞

財経新聞

慢性閉塞性肺疾患(COPD)による社会の負担額が年2,000億円

2014.7.10

雑誌

Kinzai

病気になってしまった人の生活設計事例と相談アドバイスのポイント

2014.7.17

新聞

読売新聞

論点

2014.8.14

厚労省

医療費など2,000億円

2014.7.4

新聞

2014.7.6

相次ぐミス 業務量に人員見合わず

雑誌／ウェブ

中央公論

転機を迎えた医療・介護

TV

岩手放送

被災地での医療支援を継続「日本医療政策機構」が再建病院を視察

2014.8.22
2014.8.23

新聞

岩手日報

働き盛り72%のうつ症状か 日本医療政策機構

2014.8.24

新聞

朝日新聞

患者を生きる つながって「25歳からのがん」

雑誌

Monthly ミクス

製薬企業クライシス 生き残りをかけた成長戦略を語る
第二回：研究開発の最前線で起こる変化に備えよ

2014/8月号

雑誌

Monthly ミクス

My Career Life

2014/8月号

雑誌

日経メディカル

コラム：宮田俊男の「医師こそ戦略思考を」日本の臨床研究力の際立つ惨状

2014/8月号

雑誌

臨床評価

レギュラトリーサイエンスにおける産官学連携の促進

2014/8月号

雑誌

Monthly ミクス

製薬企業クライシス 生き残りをかけた成長戦略を語る

ウェブ

現代ビジネス

山田での調査報告

2014.8.19〜23

医療者との協働で、医学・薬学の進歩に貢献せよ

2014/9月号

世界認知症諮問委員 黒川清 インタビュー
「安倍内閣は認知症対策でサミットをリードせよ」

2014.9.17

書籍

エルゼビア・ジャパン

製薬企業クライシス −生き残りをかけた成長戦略−

新聞

産経新聞

神経の難病に抗がん剤治験「医師主導治験」手続き煩雑で定着せず

2014.11.5

新聞

産経新聞

認知症対策 日本モデルの確立を急げ

2014.11.7

新聞

読売新聞

企業も本腰

2014.11.9

新聞

日本経済新聞

春秋

2014.11.9

新聞

日刊工業新聞

民間の社会的投資を呼び込め

2014.11.13

認知症の人が「働く」
デイサービス できることで社会参加を

知恵出し合う ロボット、
見守り・役割模索

2014.10.1

新聞

産経新聞

ウェブ

日経ビジネスオンライン 認知症対策は重要な国家戦略だ -安倍内閣でも本腰-

ウェブ

Bloomberg

Abe s Tax Delay May Defer Upgrades for Elderly Healthcare

2014.11.25

雑誌

DRUG magazine

地域包括ケアの医療データ連動でEBMの前提となるデータ収集も促進

2014/12月号

新聞

日本経済新聞

ニュースな科学 「再生医療

新聞

週刊医学界新聞

医療ビッグデータへの期待「たくさんの「問い」
を生み出せるビッグデータ」

2015.1.5

新聞

日本経済新聞

日本創薬狙え 医療研究開発機構4月発足

2015.1.8

雑誌

BioWorld Insight

Stem cells good for progress, but also drama, in 2014

2015.1.15

雑誌

日経メディカル

医学会総会でサスティナブルな医療について考えて欲しい

素早く審査

国内での普及促す」

2014.11.13
2014.11.21

2014.12.5

（第29回日本医学学会総会2015
関西特集「医学会総会の見どころ・聞きどころ」）
医薬ジャーナル

新薬創出における日本医療研究開発機構
（AMED）
の役割

新聞

日本経済新聞

医療の長期戦略、有識者が初会合 厚労省

2015.2.24

新聞

産経新聞

保健医療政策ビジョンの有識者が初会合 ６月にとりまとめ

2015.2.24

ウェブ

産経ニュース

宮崎大、
来月から市立病院運営

2015.3.25

〜日本医療研究開発機構の果たす役割と医学研究者への期待〜
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雑誌

2015.1.31

■Monthlyミクス／2014年8月号／
「My Career Life」
（宮田俊男へのインタビュー）
より抜粋

政

策的に解決することができれば、１日
何万人、何千人もの命を救える可能性
がある。
世のため人のため公共の精神を持って取
り組む姿勢は、霞が関時代を通して私の中
に深く叩き込まれたと思います。
医療現場から「あの仕組みを変えてもら
って助かっている」といった声が届きます。
そのときは、やってきて良かったと思える、
いちばんうれしい瞬間です。
私のようにさまざまな職種を経てキャリ
アを積み重ねる人は日本で稀ですが、キャ
リアパスの多様化も促進したいですね。

■現代ビジネス／2014年9月17日掲載／「安倍内閣は認知
症対策でサミットをリードせよ」
（世界認知症諮問委員会・黒川清インタビュー）
より抜粋

認

知症サミットの基本的な視点は、いか
に認知症をグローバルな国家的重要
課題と位置づけ、さらに民間企業を巻き込
み、新しい解決策や産業を官民一体で生み
出していけるか。
日本は高齢化の先頭を走っている。日本
でも年々、認知症が大きな社会問題になっ
ていく。そんな日本の首相である安倍氏が
世界の認知症対策でリーダーシップを取る
のは当然のことだろう。

Message Message Message

代 表 理 事 メッ セ ー ジ

日本医療政策機構は、今年で
設立10年を迎えました。医療政
策に国民の声を反映させるには
小さくとも独立したシンクタン
クが必要である──そんな強い
思いに突き動かされ、当機構を
立ち上げました。10年前より、
マルチステークホルダーを活動
の軸にし、各ステークホルダー
が広く議論する場を提供しつづ

果健地
敢康球
に・
医規
臨療模
む課の
題
に

背景とし、人々が健康に暮らす
持続可能な社会の実現に向け、
新たな社会システムの設計が喫
緊の課題になっています。我々
は、国境を越えた共通の課題解
決に対し、よりグローバルな活動
が必須と考え、2011年２月より
英文名称を Health and Global
Policy Institute としました。
ドメスティックな団体が多い中、

け、社会に少なからずインパク

10年間積み上げてきた成果を

トを与えられたのではないかと

たずさえ、さまざまな国々・団

思っています。

体と情報交換をしながら、国際

マルチステークホルダーとと

社会でもリーダーシップを発揮

もに、我々が設立当初から重視

するまでにいたれると確信し奮

してきたのがグローバルな視座

闘中です。
11年目を迎えた日本医療政

（グローバル・パースペクティブ）
です。常に日本語と英語での情

策機構では、日本国内ではもと

報発信を行い、海外のシンクタ

より、世界に向けても有効な医

ンクとの交流も活発に行ってき

療政策の選択肢を提示し、地球

ました。近年、主要国では、高

規模の健康・医療課題の解決を

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

特定非営利活動法人
日本医療政策機構代表理事

すべく、これからも皆様ととも
に活動して参ります。

Ki yo sh i Ku ro k a wa
くろかわ・きよし○東京大学医学部卒。
1969年渡米、
1979年UCLA内科教授。
1983年帰国後、
東京大学内科教授、
東海大学医学部長、
日本学術会議会長、
内閣府総合科学技術会議議員
（2003〜2007年）
、
内閣官房内閣特別顧問
（2006〜2008年）
、
WHOコミッショナー
（2005〜2009年）
などを歴任。
国会福島原発事故調査委員会委員長
（2011年12月〜2012年7月）
。
現在、
内閣官房健康・医療戦略室健康・医療戦略参与、
MIT客員研究員、
コロンビア大学客員研究員、
公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金代表理事・会長、
世界認知症諮問委員会委員、
政策研究大学院大学客員教授、
東京大学名誉教授。
http://www.kiyoshikurokawa.com
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Information
インターン募集

日本医療政策機構では即戦力として貢献していただけるインターン
（大学、
大学院生）
を募集しています。
ぜひ、
日本で唯一の非営利・独立・民間の医療政策シンクタンクの現場で
政策立案を支える仕事とその意義を体感してください。
情熱とやる気のある方の応募をお待ちしております。
info@hgpi.orgよりお問い合わせください。

寄附のお願い
日本医療政策機構では、当機構の活動趣旨にご賛同くださり、ご支援くださる会員を募集しております。
当機構は「認定NPO 法人」として認定されています。
▶法人会員

▶個人会員

法人会員のみご参加いただける特別プログラムをご用意しております。
info@hgpi.orgまでお問い合わせください
個人会員の皆様には、メールマガジンでシンポジウム、朝食会などのご案内をいたします。
イベントにご参加いただく際には、割引がございます。
（年会費：1口 10,000円）HGPIのウェブサイトからお申し込みいただけます。

組 織 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月に認定）
代表理事：黒川 清
役

員 副 代 表 理 事：吉田 裕明
理事・事務局長：小野崎 耕平
理

事：石黒 光・齋藤 ウィリアム 浩幸・
渋澤 健・廣井 良典・村上 博美

監
創

事：大 毅

立 2004 年４月

事務所所在地 〒 100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-28
TEL：03 - 5511 - 8521

FAX：03 - 5511 - 8523

URL：www. hgpi . org

E-mail：info@hgpi . org

