


オランダが乗り越えた医療ICT政策の壁・官民連携の姿

For this 2nd session of the
“Action on Health Technology”
Series, HGPI invited a leading
expert on health technology
from the Netherlands, Mr.
Jeroen Tas.

▶「HGPI 医療ICT 官民連携」で検索

▶ Search “HGPI Health Technology Implementation”

Action on Health Technology

Learning from Netherlands

医療ICTに関する世界的な権威であるオラン
ダのユルン・タス氏が講演。先駆的な取組
を進めるオランダですが、様々な制度的障
壁や政策的課題があり、それを乗り越えた
結果、今に至っています。

▶ ヘルステクノロジー政策アクション会合 第2回
APR

27
2016

米国 戦略国際問題研究所 （CSIS）と共催。
既存の抗菌薬が効かない細菌が世界規模
で増加し、この薬剤耐性（AMR）に関す
る様々な課題を解決するために、各国や
国際機関、企業等において、対策や連携、
新たな研究開発が求められています。マ
ルチステークホルダーが結集し、産学官
民を巻き込んだAMR問題に関する政策議
論の場となりました。

産官学のエキスパートが結集、AMRアジア閣僚会議の議論を促進

Jointly convened with the Washington-based Center for Strategic and International Studies (CSIS). As AMR presents an increasingly
serious threat to global public health, it is imperative that all stakeholders urgently coordinate and take necessary action at national and
international levels across both public and private sectors. This meeting provided a platform for open multi-stakeholder discussions on
AMR-related policy with active participation of experts from the private, public and academic sectors.

US-Japan Expert Meeting on AMR 

Japan’s Role in Addressing Global Antimicrobial Resistance

▶「HGPI 薬剤耐性」で検索

▶ Search “HGPI AMR”

▶ AMR日米専門家会合
APR

18
2016

HTAの基礎と最新の動向―くすりの費用対効果とは―

Breakfast Meeting

Health Technology Assessment (HTA)

▶「HGPI HTA」で検索

▶ Search “HGPI HTA”

そもそもHTAとは何か、医療の価値は
どのように測るのか、HTAの結果が政
策へどう反映されるのか、といった点
について、最新の事例を交えて、東京
大学大学院薬学系研究科医薬政策学特
任准教授の五十嵐中先生に解説してい
ただきました。

▶ 第58回 定例朝食会
JUN

02
2016

At the Breakfast Meeting, Dr. Ataru Igarashi, one of the few HTA
professionals in Japan, joined us to explain what HTA is, how it
evaluates the value of medicine, and how HTA outcomes can be
reflected in policies, with examples from recent HTA use cases.

▶ 医療政策アカデミー 医療政策エキスパートによる白熱講義

HGPI offers a program entitled “Health Policy 101”, for candidates
willing to gain basic knowledge of the Health Policy.

Health Policy Academy

Health Policy 101

▶ Search “HGPI Academy”

2015年より、医療政策の基礎知識をつけたい方を対象に、医療政
策の重要なエッセンスを提供する連続講座を実施しています。医
療政策の担い手になるための第一歩とし、これまで約100名が受
講。現在、第４期を開講中。全6回、事前選考・申込制です。

▶「HGPI アカデミー」で検索



ライフサイエンス分野におけるアントレプレナーシップ

北海道大学薬学部と共催で、
バイオキャンプ2016を開催し
ました。世界各国から参加し
た大学院生が、グローバルヘ
ルスの専門家と交流し、起業
家の考え方を学ぶと共に、グ
ローバルヘルス分野の課題解
決のためのビジネスアイディ
アを作成しました。

Entrepreneurship in Life Sciences

Linking Laboratory to Global Health for Combating Infectious Disease

Hokkaido University BioCamp2016 was held from July
18-20, 2016. During the 3-day program, graduate
school students had opportunities to interact with
global health experts and gain entrepreneurial
perspectives. Many participants had their first-time
hands-on experience of creating their own business
idea.

▶ バイオキャンプ2016

JUL

18-20
2016

我が国の健康・医療戦略

▶ 第32回特別朝食会

HGPI hosted a special breakfast meeting entitled,
“Japan’s Health and Healthcare Strategies,” featuring Dr.
Hiroto Izumi, Special Advisor to the Prime Minister, as
the guest speaker.

Special Breakfast Meeting

Japan’s Healthcare Strategies

▶「HGPI 我が国の健康・医療戦略」で検索

内閣総理大臣補佐官和泉洋人
氏をゲストに迎え、日本にお
ける健康・医療戦略として、
健康長寿社会の実現に向けた
新産業の創出、健康・医療の
国際展開や保健外交等をご紹
介いただきました。

▶ Search “HGPI Japan’s Healthcare Strategies”

JUL

14
2016

▶ オフィスを大手町に！ さらなるオープン・プラットフォームを目指して

貴重なご支援を効果的に活用すべく、フォーラムなどの開催が容易となる、新オフィス（大手町）に移転。マルチステークホル
ダーを招いた活発なダイアローグの場を提供していきます。

Moving into New Office

From July 2016

Thriving to keep being an open and multi-stakeholder platform, HGPI moved the headquarter office to Global Business Hub Tokyo, a
newly opened collaborative office in Ootemachi, Tokyo.

▶「HGPI 新オフィス」で検索

JUL

01
2016

▶ Search “HGPI New Office”

▶ オフィス移転記念フォーラム これまでの歩み これからの医療 その先の医療政策

新オフィスのオープンに合わせて開催した本フォーラムでは、2004 年設立以来のHGPIのこれまでの歩みや成果を振り返りつつ、医療
と医療政策の未来について、「イノベーションと持続可能性」を基軸テーマとし、議論をしました。

HGPI hosted a new office celebration forum in commemoration of our new office. During this forum, we reflected upon our progress
since our establishment in 2004 and had a deep discussion about the future of health policy, considering especially the main themes
of innovation and sustainability. ▶ Search “HGPI future”

New Office Celebration Forum

Health Policy in the Future

AUG

03
2016

▶「HGPI その先の医療政策」で検索

Health Policy in the Future



▶ パシフィック・パートナーシップ2016

グローバル・ヘルス分野における官民連携の推進

HGPI dispatched staff to
Pacific Partnership 2016 in
Palau to engage in medical
aid with US Navy and
Ministry of Defense.

Pacific Partnership 2016

Promotion of public-private partnership in the global health 

AUG

04-14
2016

当機構より、パシフィッ
ク・パートナーシップ（米
軍主導の国際災害救援活動
訓練）へ医師・看護師を派
遣しました。パラオにて防
衛省と医療支援活動に従事
しました。

▶ 第33回特別朝食会

国民皆保険は維持できるのか？―医療改革の展望―

HGPI hosted a special breakfast meeting entitled, "Can we
maintain a universal public insurance system? ―The future of
health care reform―“, featuring Prof. Keizo Takemi, a member
of the House of Councilors, as the guest speaker.

▶「HGPI 国民皆保険維持」で検索

Special Breakfast Meeting

Future of Health Care Reform

参議院議員武見敬三氏をゲスト
に迎え、日本のみならず、アジ
ア諸国の高齢化の課題を解決す
るための持続可能なシステム
「アジア健康構想」についてお
話しいただきました。

▶ Search “HGPI Future Healthcare Reform”

SEP

2
2016

医療の目標は医療の質の向
上であり、これらが計測で
きるアウトカム指標をとり
いれた評価制度の設計が、
世界各国で始まっています。
東京大学 公共政策大学院
客員教授の大西昭郎氏に、
日本における医療技術評価
への取り組みと国際比較、
今後の政策等についてお話
しいただきました。

技術革新と医療技術評価

The theme for this breakfast meeting was “Technology
Innovation and Health Technology Assessments (HTA).”
Prof. Akio Onishi talked about Japan’s health care system,
as well as the future of health policies and how they
compare with health systems in other countries.

Breakfast Meeting
Technology Innovation and HTA

▶「HGPI 医療技術評価」で検索

▶ Search “HGPI Technology Innovation ”

▶ 第59回定例朝食会
OCT

14
2016

▶ ヘルステクノロジー政策アクション会合 第3回

世界の医療ICT

Action on Health Technology
Health ICT around the World

Dr. Sprenger , senior advisor of the National ICT Institute in de Zorg
(NICTIZ),has many years of experience in this field. He talked about
the establishment of NICTIZ, where he works as a strategic advisor,
and its progress up until now, as well as policy transitions and
lessons learned in health ICT policy in the Netherlands.

▶ Search “HGPI Health ICT World”

オランダ国立医療 ICT研究所
（NICTIZ）シニア・アドバイ
ザーのMichiel Sprenger氏にご
講演いただきました。Sprenger
氏が長年にわたり関わり、現
在も戦略アドバイザーを務め
ているNICTIZの設立から現在ま
での経緯やオランダの医療ICT
政策の推移と教訓についてお
話しいただきました。

OCT

21
2016

認知症と共に生きる人々のために、医薬分野のみならず、一般の企業や
自治体の取り組みを含む、社会システムに関するイノベーションをも対
象に、アジアや世界に開かれた産官学の連携体制（ Public Private
Partnerships:PPP）を検討します。また当該分野で世界的なイニシアティブ
を取る世界認知症会議（WDC: World Dementia Council）とも連携し、日本
が世界の中で果たすべき役割についても明らかにしていきます。

認知症研究等における国際的な産官学の連携体制の
モデル構築と活用ための調査研究

This research project will investigate models for Public Private
Partnerships (PPP) focused on dementia research, in the aim of
identifying the best possible PPP models for Japan, as well as the
possibility of putting such models into practice in the rest of Asia and
the world.

▶「HGPI 認知症PPP」で検索

▶ Search “HGPI Dementia PPP Project”

▶ 認知症研究等の調査研究

Dementia Research Project
Initiative for the Advancement of Dementia Research and

Social System Innovation through Global Public Private Partnerships (PPP) 

NOV

01
2016

当機構が防衛医科大学校 精神科学講座准教授の重村淳
氏らによる研究チームと執筆した論文が、国際学術誌
「Psychological Medicine」に掲載されました。

▶ 論文発表

福島の原子力発電所員のメンタルヘルスにおいて
被災体験と社会的批判が与える長期的影響

A research paper, entitled “The longitudinal mental
health impact of Fukushima nuclear disaster exposures
and public criticism among power plant workers: the
Fukushima NEWS Project study”, was published in
Psychological Medicine, an international academic
journal.

Research Paper
The longitudinal mental health impact of Fukushima

▶「HGPI メンタルヘルス論文」で検索

▶ Search “ HGPI Fukushima Research”

NOV

04
2016

▶「HGPI 世界の医療ICT」で検索



▶ 薬価制度改革を考える緊急フォーラム 実現可能な解決の方向性を生み出す

薬価の話題に留まらず、今後の技術革新による医療の効率化に向けた
取り組み、社会保障の持続可能性に向けた制度設計のあり方等につい
て、フェアかつグローバルな視点からマルチステークホルダーによる
議論を通じ、実現可能な解決の方向性を生み出すことを狙いとして、
緊急フォーラムを開催しました。

This urgent forum was held with the aim of producing ideas
toward achievable solutions through fair and global multi-
stakeholder discussion related to issues of not only on drug
pricing, but also initiatives to streamline medical care
through technological innovation and the design of systems
to ensure the sustainability of social security.

Urgent Forum

Drug Pricing Reform

▶「HGPI 薬価制度今後の論点」で検索

▶ Search “HGPI Drug Pricing Reform”

DEC

09
2016

▶ 第34特別朝食会

Access to Medicineインデックス 2016

HGPI invited Dr. Jayasree K. lyer, the Executive Director of the
Access to Medicine Foundation, which ranks the world’s 20
largest research-based pharmaceutical companies according
to their practice in improving access to medicine. This special
breakfast meeting became an opportunity to delve into the
prospects of Japan’s role and policy agendas as a leader in
global health.

Special Breakfast Meeting

2016 Access to Medicine Index

グローバル製薬企業の新興国に
おける医薬品アクセスへの貢献
度に順位付けを行っている
Access to Medicine財団よりエグ
ゼクティブ・ディレクターの
Jayasree K. lyer氏をお招きしまし
た。日本が国際社会でとるべき
政策と役割、発信戦略の選択肢
についてお話しいただきました。

▶ Search “HGPI Access to Medicine Index”

▶「HGPI Access to Medicineインデックス」で検索

NOV

24
2016

患者・国民を中心とした保健医療情報のあり方

HGPI invited Prof. Hiroaki Miyata, Professor of Health Policy
and Management at the School of Medicine at Keio
University. Prof. Miyata talked about “Involvement of Citizens
and Patients in Healthcare Information Systems”.

Involvement of Citizens and Patients in Healthcare Information Systems
Action on Health Technology

▶「HGPI 保健医療情報」で検索

▶ Search “HGPI Dementia experience”

▶ ヘルステクノロジー政策アクション会合 第4回

慶應義塾大学 医学部 医療政
策・管理学教室 教授の宮田裕章
氏に、「保健医療分野における
ICT活用推進懇談会 提言書」や、
専門医制度や学会と連携したナ
ショナルクリニカルデータベー
ス（NCD）等の、データベース
の活用やビッグデータ分析の知
見についてお話しいただきまし
た。

DCE

16
2016

医薬品アクセスに関する課題と日本の貢献、その発信戦略について、関係省
庁、アカデミア、製薬企業、非営利団体等から集まった国内外の専門家が課
題解決に向けた方策を議論する場となりました。グローバル製薬企業の新興
国における医薬品アクセスへの貢献度に順位付けを行っているAccess to
Medicine財団をオランダより招き、グローバルな見地から日本が国際社会で
とるべき政策と役割、発信戦略の選択肢を示す会合となりました。

HGPI provided a platform for multi-stakeholder discussion, with experts from public, private and academic sectors in Japan and around
the world, on Japan’s leadership role in improving access to medicine and better practice for outreach strategy. In cooperation with the
Access to Medicine Foundation, which ranks the world’s 20 largest research-based pharmaceutical companies according to their practice
in improving access to medicine, this meeting became an opportunity to delve into the prospects of Japan’s role and policy agendas as a
leader in global health.

Global Expert Meeting on Access to Medicine 

Japan’s Leadership and Outreach

▶「HGPI 医薬品アクセス向上」で検索

▶ Search “HGPI Access to Medicine”

▶ 医薬品アクセス向上のためのグローバル専門家会合 日本のリーダーシップと日本による貢献の発信戦略24
NOV

2016



▶ 世論調査 日本の医療に関する世論調査2016

国民が求める医療や医療政策課題等に関する国民の意識・意見を把握するため、2006年
から世論調査を実施しています。今回は、医療や医療制度に対する満足度、医療関係者
や組織に対する信頼度に加え、高額な医薬品・医療行為についても調査を行いました。

2016 survey included questions on the level of satisfaction with the current healthcare system and the degree of trust in healthcare
personnel and organizations. In addition, there were also questions on hot topics such as high priced drugs and medical practices.

Public Opinion Survey 

Healthcare Policy Survey Report in 2016 

▶「HGPI 世論調査 2016」で検索

▶ Search “HGPI Public Opinion Survey”

◼高額医薬品に対する保険適用7割賛成— 一方で何らかの制限が必要との声も多数
70% are in favor of the use of insurance to pay for high priced drugs; however, many people
also expressed the opinion that some form of restriction should be put in place

◼薬剤師、信頼度83％－医療界トップ、幅広い世代から高い信頼
The degree of trust towards pharmacists has reached 83% for a wide range of age groups,
which is the highest rate among healthcare professionals

◼政府への信頼改善－厚生労働省の信頼度15ポイント上昇
Improving trust towards the Government – the degree of trust towards the Ministry of Health,
Labour, and Welfare increased by 15 points

調査結果のポイント Summary of survey results

JAN

20
2017

神奈川県と共催で、2019 年に神奈川県に新設予定の大学院公
衆衛生学研究科「メディカル・イノベーションスクール
（MIS）」のキックオフ・シンポジウムを開催しました。
本シンポジウムでは、MIS 設立の目的や意義、卒業後のキャ
リア展望を提示するとともに、ヘルスケア分野の課題に対す
る革新的な解決策と、新たな社会システム構築を導くグロー
バル人材の育成に関して、グローバル企業、非営利団体、ア
カデミアから集まった国内外の有識者・専門家が議論する場
となりました。

▶ Kanagawa Medical Innovation School Kick off Symposium

Kanagawa Prefecture and HGPI held a Kick-off Symposium for
the New School of Public Health Kanagawa Medical Innovation
School expected to be established in 2019.
At this symposium, we explained the aim to communicate the
concept of MIS and to showcase expected career paths for
prospective graduates. Furthermore, multi-stakeholders
discussed during the seminar contributed to the enrichment of
the MIS concept and the design of its programs.

MIS Kick off Symposium

Development of 
Global Public Health Experts 

▶ Search “Medical Innovation School Symposium”

▶「HGPI 保健医療人材の育成」で検索

2017年の新たなビジョン

HGPI hosted a Breakfast
Meeting featuring Kiyoshi
Kurokawa, HGPI Chairman,
who presented his new
vision for 2017.

Breakfast Meeting

New Vision for 2017

▶「HGPI 2017ビジョン」で検索

▶ Search “HGPI 2017 Vision”

▶ 第60回定例朝食会

世界に羽ばたくグローバルな保健医療人材の育成に向けて

当機構代表理事 黒川清によ
る2017年の新たなビジョンと
題して開催いたしました。健
康医療戦略をはじめ日本の今
後について、多様なステーク
ホルダーから構成された参加
者との討議が行われました。

FEB

03
2017



▶「HGPI サミット2017」で検索

医療界、アカデミア、政府、企業、
メディア等から医療政策に関わる
トップリーダーが一同に集結——
「持続可能性」、「グローバル」、
「医療ICT」という3つの切り口から、
これらに向き合うビジョンや喫緊の
課題について白熱した議論が展開さ
れました。

▶ 医療政策サミット2017 11年連続開催 今年の医療政策「アジェンダ」が生まれる場

The Summit provided an opportunity for health policy experts, including healthcare
professionals, academia, ruling and opposition legislators, ministry officials, business
persons and journalists to discuss a long-term vision of health care, debate current
health policy issues, and address these issues from three approaches: sustainability,
global health, and the future of health ICT.

Health Policy Summit 2017

Leading the World: Japan’s Approach to Solving Health Issues

▶ Search “Health Policy Summit 2016”

FEB

18
2017

グローバルヘルス・エデュケーション・プログラム 2017

東京大学大学院国際保健政策学教室と共催し、「グローバルヘ
ルス・エデュケーションプログラム」（Global Health Education
Program: G-HEP）を開催しました。日本と世界の若手世代の交流
に焦点をあてた、英語による研修を東京と北京で実施しました。

In 2017, HGPI held a program called “Global Health Education
Program” with the University of Tokyo. G-HEP 2017 specifically
focused on building new friendship and stronger partnership
among youth of China and Japan. The program was conducted
in English and took place in Tokyo, Japan and Beijing, China.

Future Global Health leaders

Global Health Education Program (G-HEP) 2017

▶ グローバルリーダー育成事業

MAR

6-13
2017

持続可能な保健医療を実現
するため、ヘルステクノロ
ジーを医療の現場の生産性
向上やより効率的・効果的
に医療制度設計に活かす動
きが、世界各国で推進され
ています。今回は、弁護士
の落合 孝文氏をお招きし、
「医療ICTと関連法規 ～各
国の事例や我が国で求めら
れる今後の議論～」をテー
マついてお話しいただきま
した。

医療ICTと関連法規

Countries around the world are working to secure health care
sustainability through the use of innovation and new
technologies to improve productivity and increase health
system efficiency and effectiveness. At this Breakfast Meeting,
HGPI invited Mr. Takafumi Ochiai , Lawyer. Mr. Ochiai talked
about “Law reinforcement issues in the face of continuing ICT
promotion in health, healthcare, and caregiving field”.

Breakfast Meeting

Law reinforcement issues in the ICT promotion in health

▶「HGPI 医療技術評価」で検索

▶ Search “HGPI Technology Innovation ”

▶ 第61回定例朝食会
MAR

24
2017



▶ 第35特別朝食会

ヘルスケア・ニューフロンティア構想の実現に向けて

The Kanagawa Prefectural Government plans to establish a new
School of Public Health, the “Kanagawa Medical Innovation
School (MIS)” in 2019, aiming at fostering new global health
leaders who can transform healthcare systems through
innovative solutions and realize the concept of the Healthcare
New Frontier Policy. Mr. Yasuo Otani, the Advisor to the
Kanagawa Prefectural Government introduced the purpose and
overview of the MIS program.

Special Breakfast Meeting

Plans to Establish a New School of Public Health

神奈川県では、ヘルスケ
ア・ニューフロンティア構
想の実現に向け、社会シス
テムや技術の革新を起こす
ことができる国際的な保健
医療人材の養成機関として、
公衆衛生大学院メディカ
ル・イノベーションスクー
ル（MIS）を2019年に新設
予定です。今回は、MISの
設置目的やプログラムの概
要を神奈川県参与である大
谷泰夫氏にご紹介いただき
ました。

▶ Search “HGPI Access to Medicine Index”

▶「ヘルスケア・ニューフロンティア構想」で検索
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▶ 第36特別朝食会

認知症研究における国際的な産官学の連携体制（PPP）

The Japanese Government, via Japan Agency for Medical
Research and Development (AMED), has commissioned the
HGPI to develop a policy proposal for modeling Public Private
Partnerships (PPP) focused on dementia research, in the aim
of identifying the best possible PPP models for Japan.
Chairman Kiyoshi Kurowkawa presented the results of PPP
models for dementia research project and share both
domestic and global findings through this research and the
World Dementia Council (WDC). Moreover, in this special
breakfast meeting, we invited public, private and academic
expertise who engaged in the forefront of the dementia
research with an aim to have empirical based and interactive
discussion.

Special Breakfast Meeting

PPP Focused on Dementia Research

当機構では、日本医療研究開発
機構（AMED）より委託を受け、
「認知症研究における国際的な
産官学の連携体制（PPP）のモ
デル構築と活用のための調査研
究」を実施ししております。本
研究代表者である黒川清から、
本研究の成果報告に加え、本研
究を通じて検討を重ねたPPPの
モデル案の提示や当研究班が世
界認知症会議（ WDC: World
Dementia Council）で得た国際的
な認知症研究に関しての説明を
行いました。また、認知症研究
における日本を代表する専門家
と活発な意見交換が行われまし
た。

▶ Search “PPP Dementia research”

▶「HGPI 認知症研究」で検索
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▶ 認知症対策日英・アジアグローバル専門家会合 認知症対策推進のための官民連携の先進事例

当機構が行っている「認知症研究における国際的な産官学の連携体制
（PPP）のモデル構築と活用のための調査研究」の一環として、英国に
て認知症当事者の支援団体として活動するDementia UK、アルツハイ
マー病研究団体であるAlzheimer’s Research UK、またアジア地域からも
専門家をお招きし、認知症対策推進のための官民連携の先進事例や教
訓を共有いたしました。

We have conducted the survey a policy proposal for modeling
Public Private Partnerships (PPP) focused on dementia research.
As part of this entrusted project, we will invite Dementia UK, a
support organization for people with dementia in the UK,
Alzheimer's Research UK, an Alzheimer's disease research
organization, and experts from the Asian region. We will share
developed cases of public and private partnerships for promoting
measures against dementia.

Global Expert Meeting on Developed Cases 

Public-Private Partnership for Promoting Measures against Dementia

▶「認知症対策 日英・アジア専門家会合」で検索

▶ Search “HGPI Drug Pricing Reform”
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日本医療政策機構(HGPI)は、今年で設立13年を迎えました。マ
ルチステークホルダーの参画による医療政策の実現を活動の軸
にし、各ステークホルダーが広く議論する場を、提供し続けて
います。

マルチステークホルダーの参画とともに、我々が設立当初から
重視してきたのがグローバルな視座（グローバル・パースペク
ティブ）です。近年、主要国では、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、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。

日本国内はもとより、世界に向けても有効な医療政策の選択肢
を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これから
も皆様とともに活動して参ります。

非営利、独立、民間——そしてグローバル

世界で唯一、日本の医療政策の「いま」を発信中

日本の医療政策に関す
る情報を日・英、2か
国語で発信する世界で
唯一のプラットフォー
ムを構築。世界が注目
する日本の医療政策の
概要と基本情報、最新
情報などを発信します。

Over the past 13 years, with multi-stakeholder activity at the
core, we have continued to provide forums for various
stakeholders to extensively discuss issues. In this way, we
believe we have had some success in impacting on society.

Alongside multi-stakeholder involvement, a global perspective
has been one of our commitments from the very beginning. In
recent years, adapting social systems to support healthy and
sustainable societies has become a pressing issue as almost
every major country is facing an aging society, increasing
prevalence of chronic disease, widening disparities, and
economic challenges.

Now entering our 13th year, HGPI will continue to cooperate
with stakeholders far and wide to present effective health policy
choices for Japan and to work toward addressing today's global
health issues.

About Health and Global Policy Institute (HGPI)

Non-profit, Independent, and Global

6th in the World
Global Health Policy Think Tank Worldwide

▶「JHPN」で検索

JHPN is committed to addressing this need by delivering:

✓ Factual information about the Japanese health system
✓ Commentary on the recent health policy agenda
✓ Resources for those who want to learn more about Japanese health policy

The only centralized
platform in the world
on Japanese health
policy available in
both Japanese and
English.

▶ Search “HGPI JHPN”

▶ Japan Health Policy NOW（JHPN）
FEB

Your Source for the Latest on Japanese Health Policy 

www.japanhpn.org

▶ 日本医療政策機構とは

▶ Top Global Health Policy Think Tanks 2016

世界6位のシンクタンクに

ペンシルバニア大学発表の「世界のシンクタンク
ランキング」に8年連続ランクイン。“Global Health
Policy”部門で前回ランキング2015同様世界6位、
“Domestic Health Policy”（国内医療政策：自国に関
する取り組み）部門では、世界11位（前回15位）。
いずれもアジアで1位、日本から唯一ランク入りし
ました。

JAN

29
2017

HGPI was ranked 6th among global health policy
think tanks worldwide in University of
Pennsylvania’s 2016 Global Go To Think Tank Index
Report, published January 2017. HGPI has been in
the ranking for eight consecutive years placing
HGPI amongst leading policy organizations.



多様なメディアを通じて、常にアジェン
ダを発信し、政策の選択肢を提起するこ
とで、アジェンダの設定で終わることな
く、地球規模の健康・医療課題の解決を
すべく、社会にインパクトを与え続けま
す。

アジェンダの設定力——そして発信力

HGPI’s projects and agendas have been
covered by various media both in Japan
and the world.

Media Coverage

From Agenda Setting to Agenda Shaping

▶「HGPI メディア」で検索

▶ メディア掲載実績

• シブ5時（NHK）
• ゆうがたLIVEワンダー（関西テレビ）
• FNNニュース（フジニュースネットワーク）
• みんなのニュース（フジテレビ）
• 毎日新聞
• 日刊薬業web（株式会社じほう）
• クローズアップ現代（NHK）
• 働く女性の健康増進のためのフォーラム
• 週刊東洋経済（東洋経済新報社）
• 共同通信 ほか全国紙等39媒体
• 産経新聞
• 日本経済新聞
• 読売新聞
• 日経メディカル（日経BP社）
• 朝日新聞
• 国際シンポジウム アルツハイマー病の超早期治療と官民

パートナーシップのインパクト
• 経済財政諮問会議 2030年展望と改革タスクフォース
• ASAHI Medical
• AERA（朝日新聞出版）
• 女性の健康を考える国際シンポジウム
• Health 2.0 Asia – Japan第2回会議

• 健康医療分野のデータベースを用いた戦略研究
合同フォーラム

がんの早期発見に関する研究最前線特集
水曜フォーカス 子どもの医療費助成
婦人科系疾患による社会経済への大きな影響が明らかに
初集計 がん患者の「10年生存率」
働く女性の婦人病生産性損失１年間で約５兆円…初の調査
「TPPで皆保険崩壊」説を否定 日本医療政策機構の宮田氏
私の望む治療、受けられますか～広がる“混合診療”の行方～
働く女性の健康増進が社会にもたらす影響
女性が働き続けるための環境整備とは
働く女性の病気6兆円損失 乳がんや子宮疾患で
ニッポンの議論「子供の医療費無料化」
働く女性の健康どう守る？
ipsの10年 社会を変える
適切な医薬品情報提供の在り方を考える研究会
2020年の製薬産業を語る
World Dementia Council(WDC): Who we are?

2030年を展望した医療と社会
大変化の時代の中で、日本の医療を憂える
市販薬の実力と選び方「病院にいくか、薬局で十分か」
女性の健康増進が社会にもたらす影響
日本型地域包括ケアをデザインする
Gadget, Wearable, and Design
起業家医師たちが語る遠隔医療展望
各研究班での研究成果の報告と、我が国の健康医療分野におけ
る研究やデータ活用のあり方

主な掲載メディアとテーマ／講演など（2016年1月～2017年2月／ほか多数）

当機構の活動は個人や法人の皆様のご寄附を中心に運営されてお
ります。皆様の温かいご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。
※当機構は「認定NPO法人」として認定されております。当機構
に対するご支援は、一般のNPO法人への寄附と比べ、税制優遇措
置が拡大されます。

HGPI conducts its work with financial support from foundations
and companies as well as individual members both domestic and
international. Your continued support enables us to continue its
activities as a non-profit, independent think tank. We would greatly
appreciate your generous support.

▶ Search “HGPI Media”

▶ プロフェッショナルな知見の提供 政府会議などにも広がる活躍の場

Advisory to the Governmental Entities

▶「HGPI リーダー」で検索

HGPI senior members hold various titles
in the government and global health
society.

（そのほか、2035年の保健医療政策のビ
ジョンを策定する、塩崎恭久厚生労働大臣
の私的懇談会「保健医療2035」において、
当機構理事小野崎耕平が同懇談会事務局長
兼メンバーとして参画）

日本医療政策機構
の主要メンバーは、
政府会議などにも
参画し、フェアで
グローバルな視座
に基づき、政策提
言はもちろん、医
療政策の新たな視
点を常に発信し続
けています。

政府などにおける主な役職
✓ 黒川清： G7 世界認知症会議委員、内閣官房健康・医療戦略参与ほか
✓ 小野崎耕平：厚生労働省保健医療政策担当参与ほか
✓ 宮田俊男： 内閣官房健康・医療戦略室戦略推進補佐官、日本健康会議実行委員ほか
✓

Expertise in the field

2035年、

日本は

健康先進国へ。
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