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日本医療政策機構とは

非営利、独立、民間——そしてグローバル

日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）は、2004年に設立された非営
利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。
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してまいります。特定の政党、団体の立場に
とらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据え
た幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供します。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まいります。

About Health and Global Policy Institute (HGPI) Non-profit, Independent, and Global
Health and Global Policy Institute (HGPI) is a Tokyo-based independent and non-profit health policy think tank, established in
2004.
Since our establishment, HGPI has been working to help citizens shape health policies by generating policy options and bringing
together stakeholders as a non-partisan think-tank. Our mission is enhance the civic mind along with individuals’ well-being and
to foster sustainable, healthy communities by shaping ideas and values, reaching out to global needs and catalyzing society for
impact.
We commit to activities that bring together relevant players from varying fields, in order to deliver innovative and practical
solutions and to help interested citizens understand their choices and benefits from broader, global, long-term perspectives.

Top Global Health Policy Think Tanks 2018

Japan Health Policy NOW (JHPN)

世界4位のシンクタンクに

世界で唯一、日本の医療政策の「いま」を発信中

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

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

10年連続ランクイン。“Global Health Policy” 部門で世界第4位、

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

“Domestic Health Affairs” 部門では、世界第3位。いずれもアジアで

策の概要と基本情報、最新情報などを発信します。

1位、日本から唯一ランク入りしました。

▶「JHPN」で検索

▶「HGPI 世界ランク」で検索

Your Source for the Latest on Japanese Health Policy
www.japanhpn.org

Global Health Policy Think Tank Worldwide
Fourth in the World

The only centralized platform on Japanese health policy in
the world that is available in both Japanese and English.
▶ Search “HGPI JHPN”

HGPI was ranked fourth among global health policy think
tanks worldwide in University of Pennsylvania’s 2018 Global
Go To Think Tank Index Report, published in January 2019.
HGPI has remained in the ranking for ten consecutive years,
placing HGPI among the world’s leading policy organizations.
▶ Search “HGPI Ranking”

JHPN is committed to providing:
• Factual information about the Japanese healthcare system
• Commentary on the recent health policy agenda
• Resources for those who want to learn more about
Japanese health policy

Top Global Health Policy Think Tanks (2018)
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非感染性疾患 NCDs: Non-Communicable Diseases
NCD アライアンス・ジャパン
NCDアライアンス・ジャパンとは、包括的かつ疾病横断的なNCDs対策の推進のため、
日本医療政策機構が運営する市民社会のための協働プラットフォームです。
2013年より約2000の市民団体・学術集団が約170か国で展開する協働プラットフォー
ムであるNCD Allianceの日本窓口として活動し、2019年1月17日にNCD Allianceのフル
メンバーとして正式に加盟いたしました。

https://ncdjapan.org/

NCD Alliance Japan

NCD Alliance Japan is a collaborative platform for civil society organizations in the NCD community, steered by the
Health and Global Policy Institute, aiming to further promote comprehensive, cross-cutting NCD policies.
NCD Alliance Japan has served since 2013 as Japan’s point-of-contact for the NCD Alliance, a collaborative platform
bringing together over 2000 civil society organizations/academic institutions in more than 170 countries and we have
been officially recognized as a full member of the NCD Alliance since January 17, 2019.
2019.11.19
NCDアライアンス・ジャパン Webサイトリニューアル
2019年11月にNCDアライアンス・ジャパンのWebサイトをリニューアル
いたしました。
ウェブサイトでは、NCDアライアンス・ジャパンの活動紹介や、国内外
のNCD関連政策の動向、NCDに関する基礎情報の発信を通じて、国民に
対するNCD認知向上に取り組んでまいります。今後とも、内容の充実を
図るとともに、よりわかりやすい情報を発信してまいりますので、何卒
よろしくお願い申し上げます。
▶「 NCDアライアンス・ジャパン」で検索

Renewal of the NCD Alliance Japan website
We renewed the NCD Alliance Japan website in November 2019.
We will introduce the activities of NCD Alliance Japan and provide basic information about NCDs and major policies in Japan and
overseas to raise the Japanese public’s awareness of NCDs on the website. We kindly ask for your patience and support as we
continue to further develop its content and enhance its clarity. ▶ Search “NCD Alliance Japan”
2019.11.13
NCDアライアンス・ジャパンリニューアル記念グローバルフォーラム
「患者・当事者協働型のより良い医療環境の実現」 ~ 患者・当事者の参画が社会を変える~
日本では近年、政策立案・実施のなかで、NCDとともに生きる当事者の声を反映させるこ
とに重点を置いた施策が生まれていますが、まだこの動きは社会全体に広がっていませ
ん。医療政策立案プロセスに患者・当事者を確実に参画させるためには、法整備が必要
であることが改めて確認されました。
▶「HGPI NCDアライアンス・ジャパン グローバルフォーラム」で検索

Global forum commemorating the renewal of NCD Alliance Japan
Improving Healthcare Environments Together with People Living with or Affected
by NCDs ~ Driving Social Change through Lived Experience Engagement ~
In recent years of policy planning and implementation in Japan, measures that
emphasize reflecting the voices of the people living with and affected by NCDs have
been born, but have not yet spread widely into the Japanese society. The need for
legislation to ensure patient involvement in the policy-making process affecting
health care was readdressed. ▶ Search “HGPI NCD Alliance Japan Global forum”
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薬剤耐性 AMR: Antimicrobial Resistance
AMR アライアンス・ジャパン
AMR アライアンス・ジャパンは、国内感染症関連学会、医薬品・医療機器関連企業
等が2018 年11 月に設立した、AMR対策をマルチステークホルダーで議論する独立し
たプラットフォームです。
本アライアンスは ①患者や医療現場の現状に沿ったAMR 対策を実現し、②国内外の
AMR アジェンダを推進し、③我が国のAMR 政策を進展すべく、政策提言の策定と情

https://www.amralliancejapan.org/

報発信を行っています。

AMR Alliance Japan
Established in November 2018 by academic societies working in infectious disease medicine, pharmaceutical
companies, medical device makers, AMR Alliance Japan is an independent platform for the promotion of multisector
discussion on AMR countermeasures. AMR Alliance Japan works to 1) realize AMR countermeasures in line with the
current situation faced by medical practitioners and patients; 2) promote the AMR policy agenda domestically and
abroad; and 3) create and promote policy recommendations on the actions expected of Japan on AMR.
2019.10.16
AMRアライアンス・ジャパン プレスリリース
G20の安全保障課題 ―抗菌薬市場とAMR―
AMRアライアンス・ジャパンは、「緊急フォーラム 抗菌薬の安定供給と抗菌薬市場の危
機～G20に求められる世界規模での官民パートナーシップ～」での議論を報告書として
取りまとめました。本報告書において、抗菌薬の安定供給と市場のあり方についての
G20保健大臣らによる具体的な議論と行動を求めています。
▶「HGPI 抗菌薬市場とAMR」で検索

Report Calls on G20 to Take Antimicrobial Market Problems and AMR
Seriously as Health Security Issues
AMR Alliance Japan released a new report that summarizes recommendations
based on an urgent forum ahead of the G20 Health Ministers’ Meeting. With the
release of this new report, AMR Alliance Japan is calling on G20 Health Ministers to
make antimicrobial supply and market issues a priority in their discussions on AMR.
▶ Search “HGPI Antimicrobial Market Problems and AMR ”
2019.10.07
AMRアライアンス・ジャパン 緊急フォーラム
抗菌薬の安定供給と抗菌薬市場の危機
～G20に求められる世界規模での官民パートナーシップ～
AMRアライアンス・ジャパンによる同提言の具体策のうち、特に「抗菌薬開発を促進す
るインセンティブ・モデルの策定」、「抗菌薬の安定供給」、「国内外の好事例や教訓
を共有するための国際連携」に焦点を絞り、議論しました。
▶「HGPI AMR 緊急フォーラム」で検索

AMR Alliance Japan Urgent Forum
The Stable Supply of Antimicrobials and Crisis in the Antimicrobial Market:
A Call for Global Public-Private Cooperative Action from the G20
This Urgent Forum focused on three themes within those recommendations:
“Establishing incentive models to encourage R&D for antimicrobials,” “Stabilizing
the supply of antimicrobials” and “International collaborations to share case studies
and lessons learned about AMR”.
▶ Search “HGPI AMR Urgent Forum”
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薬剤耐性 AMR: Antimicrobial Resistance
2019.10.03
AMRアライアンス・ジャパン政策提言 手交
AMRアライアンス・ジャパンを代表して、東京慈恵会医科大学感染制御科教授 吉田 正樹
氏と当機構代表理事 黒川 清、当機構シニアアソシエイト 菅原 丈二が加藤厚生労働大臣
を訪問し、薬剤耐性（AMR）対策に関する政策提言を手交いたしました。
▶「HGPI AMR アライアンス・ジャパン手交」で検索

AMR Alliance Japan Delivered Policy Recommendations on AMR to
Minister of Health, Labour and Welfare Katsunobu Kato
AMR Alliance Japan (Secretariat: Health and Global Policy Institute (HGPI)) delivered its policy recommendations, “AMR Alliance
Japan Policy Recommendations: The Japanese Government’s Role in Promoting AMR Countermeasures” to Mr. Katsunobu Kato,
Minister of Health, Labour and Welfare. The meeting with Minister Kato was attended by Dr. Masaki Yoshida, President of the
Japanese Society for Infection Prevention and Control and Professor of Infection Diseases and Infection Control at The Jikei
University Hospital, as well as Dr. Kiyoshi Kurokawa, Chairman of HGPI, and Mr. Joji Sugawara, Senior Associate at HGPI.
▶ Search “HGPI AMR Alliance Japan Delivered”
2019.07.26

メディア・ブリーフィング

アドボカシー活動開始に向けた準備会合

AMR問題の危機的な現状、AMR対策アクションプラン、抗生物質

政策提言発表後のアドボカシー活動計画について議論し、今後の

の適正使用ガイドライン、院内チーム・人材・組織体制、国民理

進め方を明確にすることを目的として実施いたしました。

解の促進などについて、課題の共有と活発な意見交換がなされま

▶「HGPI AMR アドボカシー」で検索

した。

Preparatory Meeting for Advocacy Activities

Media Briefing

This meeting was held to discuss advocacy plans to be
implemented after the announcement of policy
recommendations by AMR Alliance Japan, a multistakeholder, collaborative organization dedicated to the
promotion of AMR countermeasures that HGPI established in
2018. ▶ Search “HGPI AMR Advocacy”

Meeting participants discussed the critical status of current
AMR-related problems, the National Action Plan on AMR,
guidelines for the appropriate use of antimicrobial agents,
the functions of infection control teams/human resources at
health facilities, the promotion of public awareness on AMR,
and other issues. ▶ Search “HGPI AMR Media Briefing”

▶「HGPI AMR メディアブリーフィング」で検索

2019.07.11
AMRアライアンス・ジャパン政策提言発表

「薬剤耐性（AMR）対策に向け日本政府が果たすべき役割」

本提言書は薬剤耐性対策を推進するために国内感染症関連学会等の専門家による議論に基づき作成されたものであり、日本政府が果た
すべき役割を示しています。

▶「HGPI AMR 政策提言」で検索

AMR Alliance Japan Policy Recommendations The Japanese Government’s Role in Promoting AMR Countermeasures
These recommendations are the result of intensive discussion among a wide-range of infectious disease experts, and lay out a
path for the Japanese Government to assume greater leadership in the fight against AMR.
▶ Search “HGPI AMR Policy Recommendations”
2019.05.14
AMRアライアンス・ジャパン政策提言作成のための会合
AMRアライアンス・ジャパンは、今後日本がAMRとの闘いを国内でどのように進め、いかに世界規模での議論を主導するかについての
検討を重ねています。長期的にAMR対策を促進するための政策提言を発信すべく、その政策提言へ盛り込むべき点について議論が行わ
れました。

▶「HGPI AMR会合」で検索

Meeting to Debate the Policy Recommendations of AMR Alliance Japan
This meeting deepened discussion on how Japan can advance the fight against AMR
domestically and lead on AMR policies globally. Meeting participants discussed
ideas that should be included within policy recommendations to be put out by AMR
Alliance Japan with the intent of promoting action on AMR over the long term.
▶ Search “HGPI AMR Meeting”
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認知症 Dementia
2019.08.29
日本認知症官民協議会 認知症イノベーションアライアンスWG
委員就任
当機構理事・事務局長/CEO 乗竹 亮治が、日本政府が設置する「日本認知症官民協議会
認知症イノベーションアライアンスWG」の委員に就任し、第1回会合に出席、当機構の
認知症領域における活動や、官民連携の重要性について説明いたしました。
▶「HGPI 認知症イノベーションアライアンス」で検索

Joining the Dementia Innovation Alliance Public and Private Sector
Working Group
HGPI Board Member and CEO Mr. Ryoji Noritake became a committee member of the Dementia Innovation Alliance Public and
Private Sector Working Group and participated in the working group’s first meeting. There, he explained HGPI’s activities in the
field of dementia and the importance of cooperation between the government and members of the public.
▶ Search “HGPI Dementia Innovation Alliance ”
2019.07.18
世界認知症審議会（WDC: World Dementia Council）
第14回会合参加
国際アルツハイマー病協会国際会議（AAIC: Alzheimer’s Association
International Conference）が開催されている米国・ロサンゼルスにお
いて、世界認知症審議会（WDC: World Dementia Council）の14回目の
会合が開催され、WDC設立当初よりメンバーである当機構代表理事
黒川 清が出席、マネージャー 吉村 英里、シニアアソシエイト 栗田
駿一郎が陪席しました。
▶「HGPI WDC 第14回」で検索

The 14th World Dementia Council Meeting
The World Dementia Council (WDC) held its 14th meeting in Los Angeles, California, where
the Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) was also being held. HGPI
chairman and founding WDC member Dr. Kiyoshi Kurokawa participated alongside HGPI
Manager Ms. Eri Yoshimura and HGPI Senior Associate Mr. Shunichiro Kurita.
▶ Search “HGPI WDC 14”
2019.07.01
経済産業省『Healthcare Innovation Hub』
サポーター団体就任
経済産業省が主宰するヘルスケア産業におけるイノベーションの創出・活性化を目的としたワンストップ相談窓口である、
『Healthcare Innovation Hub』（略称：InnoHub）のサポーター団体となりました。
InnoHubでは、相談内容に応じて、ベンチャー企業等の支援者（InnoHubアドバイザー）やベンチャー支援を行う同分野の事業会社等
（サポーター団体）や関係省庁等への情報提供を行うなど、多様なネットワークを活用してベンチャー企業等の相談者を支援していま
す。

▶「HGPI InnoHub」で検索

HGPI is now a supporting organization for the Ministry of Economy, Trade and Industry’s Healthcare
Innovation Hub
HGPI is now a supporting organization of the Ministry of Economy, Trade and Industry’s (METI) Health Innovation Hub (or
“InnoHub”), a one-stop consulting service aimed at creating and encouraging innovations in the healthcare industry. InnoHub
provides targeted support from consultants from supporting organizations such as venture companies (called InnoHub Advisors)
or from organizations and companies that support venture companies in their field (called supporting organizations) through
the proactive use of its diverse network. InnoHub is also engaged in information exchange services related Ministries and
organizations. ▶ Search “HGPI InnoHub”
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認知症 Dementia
認知症国会勉強会

Diet Study Group on Dementia
▶「HGPI 認知症国会勉強会 」で検索

▶ Search “HGPI dcm”

2019.11.28
第12回 認知症共生社会を実現する認知症基本法へ
～認知症の人と家族の声を起点として～
講師：鈴木 森夫氏（公益社団法人認知症の人と家族の会 代表理事）

12th session
Realizing a dementia-inclusive society through the Basic Law for Dementia
starting from the stories and opinions of people with dementia and their families
Mr. Morio Suzuki (Representative Director, Alzheimer’s Association Japan)
2019.06.12
第11回 認知症フレンドリーな地域づくりへのチャレンジ
講師：竹下 一樹 氏（大牟田市役所 保健福祉部 健康福祉推進室／医療法人静光園
白川病院 社会福祉士）

11th session Striving to build a dementia-friendly community
Mr. Kazuki Takeshita (Omuta City Hall Social Welfare Division’s Health Welfare
Promotion Department)
2019.05.22
第10回 当事者を起点とした認知症にやさしい地域づくり
講師：永田 久美子 氏（認知症介護研究・研修東京センター 研究部長）

10th session Building dementia-friendly communities starting from the
perspectives of people with dementia
Ms. Kumiko Nagata (Tokyo Dementia Care Research and Training Center, Director
of Research)
2019.04.23
第9回 メディアは認知症をどう伝え、社会はどう受け止めてきたか
講師：町永 俊雄 氏（福祉ジャーナリスト）

9th session The portrayal of dementia in the media and society’s response
Mr. Toshio Machinaga (Social Welfare Journalist)
2019.04.09
平成30年度老人保健健康増進等事業
国際的な認知症施策を踏まえた認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進に関
する調査研究事業：～日本に求められる認知症診断後支援体制等の在り方と、持
続可能な体制構築のための官民連携のイノベーションの創出に向けて～
認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けた調査報告書を取りまとめました。
▶「HGPI 老健」で検索

FY2018 Elderly Healthcare Promotion Project
Research Survey on the Promotion of Age- and Dementia-Friendly
Community-Building Based Upon Dementia Measures Abroad —
Envisioning Japan’s Post-Diagnostic Dementia Support System and the Creation of Innovative Public-Private
Partnerships Aimed at System Sustainability
HGPI published a report that contribute to the promotion of dementia-friendly community-building and the dissemination of
dementia measures in Japan. ▶ Search “HGPI Elderly Health”
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医療システムの持続可能性とイノベーションの両立
Rebalancing Healthcare Systems: Innovation and Sustainability
2019.11.18
第2回「医療システムの持続可能性とイノベーションの両立」タスクフォース会合
研究開発にかかる経費を効率的に管理するとともに、市場アクセスを改善する取り組み
日本におけるレギュラトリーサイエンスの現状について議論しました。また、レギュラトリーサイエンス分野は、医薬品や医療機器を
含めた医療アクセス向上と日本の医療システムの総合的な効率性改善に貢献するとの認識が共有されました。
▶「HGPI IS 第2回タスクフォース」で検索

Second Meeting of the “Rebalancing Healthcare Systems:
Innovation and Sustainability” Taskforce
Measures to Effectively Control Costs for Research and
Development and to Improve Market Access
Taskforce members discussed the state of regulatory science in
Japan, and the potential of policy measures in this field to increase
access to medicine and improve the overall efficiency of the
Japanese healthcare system.
▶ Search “HGPI IS Second Taskforce”
2019.11.05
専門家フォーラム
社会保障を問い直す：これからの公的医療サービスの給付と負担の在り方
～マルチステークホルダーが目指す国民皆保険制度～
産官学民の専門家が一堂に会し、社会保障の価値、求められる医療サービスやアクセス、
そしてそのために必要な財政資源を如何に確保するか、議論を深めました。この議論が
当機構の2019年度有識者タスクフォースの議論に対し、貴重な示唆を与えるとともに、
来年度の骨太方針案の議論や国民の議論の促進に寄与することを期待しています。
▶「HGPI IS 専門家フォーラム」で検索

Rethinking Social Security: Ensuring an Ideal Balance between Health
Insurance Benefits and Premiums – A Multistakeholder Conversation on
Japan’s Universal Healthcare System
This forum was held with the aim of bringing together experts from various sectors
to discuss the value of the health insurance system to society, measures to further
improve access to healthcare, and policies to secure further funding for the system.
▶ Search “HGPI IS Rethinking Social Security”
2019.10.16
第1回「医療システムの持続可能性とイノベーションの両立」タスクフォース会合
支出の効率性を高める取り組み
医療技術評価（HTA）の意義、並びに今後の我が国の医療システムにおける効率性、価値
及び無駄の定義等が論点となりました。
▶「HGPI IS 第1回タスクフォース」で検索

First Meeting of the “Rebalancing Healthcare Systems: Innovation and
Sustainability” Taskforce
Measures to Increase Spending Efficiency
Taskforce members debated measures to increase spending efficiency. Debate
focused on implementation of Health Technology Assessment (HTA), as well as
questions on how to define efficiency, value, and waste within the healthcare
system in the future.
▶ Search “HGPI IS First Taskforce”
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その他活動 Other activities
2019.12.18
グローバル専門家会合
国際潮流と日本のメンタルヘルス政策
当専門家会合は、京都大学大学院 医学研究科 先端国際精神医学講座と当機構の共催、
ジョンズホプキンス大学の協力により実施し、それによりトップアカデミアおよび産官
学民のマルチステークホルダーが結集して議論するなかで、メンタルヘルス政策の進展
の必要性と次の打ち手を国内外に発信するきっかけとしていきたいと考えています。
▶「HGPI 国際潮流とメンタルヘルス」で検索

Global Expert Meeting
Global Trends and Japan’s Mental Health Policy
This global expert meeting was co-hosted by the Frontier & International Psychiatry,
Graduate School of Medicine, Kyoto University and HGPI with the cooperation from
Johns Hopkins University. We would like to take this as an opportunity to let people
in Japan and overseas know the necessity of promoting the mental health policy
and the way forward through discussions where leading experts and multistakeholders from industry, government, academia, and civil society assembled for
the meeting. ▶ Search “HGPI Global Trends and Mental Health”

2019.11.06
医療政策勉強会「30分で伝える医療政策最前線」
第1回「薬剤耐性菌について―TOKYO 2020と感染症 薬剤耐性菌（AMR）とは―」
参議院議員会館にて開催された当勉強では、舘田 一博 氏（日本感染症学会 理事長／日
本臨床微生物学会 理事長／東邦大学医学部微生物・感染症学講座 教授）が講演を行い、
薬剤耐性菌（AMR）に関する政策の必要性を訴えました。講演後には、ご参加いただい
た国会議員の方々との質疑応答が行われました。
▶「HGPI 30分で伝える医療政策」で検索

Diet Member Briefing – 30-minute Health Policy Update
#1: Tokyo 2020 and Infectious Diseases – The Challenge of AMR
HGPI held its first “30-minute Health Policy Update,” a new series
of briefings for Diet Members about the most pressing health
policy issues today.
Dr. Kazuhiro Tateda (President of the Japanese Association for
Infectious Diseases / President, The Japanese Society for Clinical
Microbiology / Professor, Department of Microbiology and
Infectious Diseases, Toho University) presented on the current
need for policies on antimicrobial resistance (AMR). Afterward,
there was a question and answer session with the gathered Diet
Members. ▶ Search “HGPI 30minute Health Policy”
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その他活動 Other activities
2019.09.17
世論調査 2019 日本の医療に関する世論調査
当機構では、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おります。
2019年は全国の20歳以上の男女2,000名を対象に、当初から継続的に調査を行ってきた日本の医療および医療制度に対する満足度に加え、
医療政策への国民の参画、国民皆保険制度の持続可能性、昨今話題となっている高額医薬品、薬剤耐性、ワクチンについて調査を行い
ました。

▶「HGPI 世論調査 2019」で検索

2019 Public Opinion Survey Public Opinion Survey on Healthcare in Japan
Since 2006, HGPI has conducted public opinion surveys to better understand public perception and awareness of health
services, and the healthcare policies desired by the public. The survey included 2,000 men and women age 20 and older. Like
previous years, the survey asked about the level of satisfaction with Japan’s health services and healthcare system. The 2019
survey not only asked about public participation in healthcare policy and the sustainability of the national insurance system,
but also focused on topics that have been popular lately, namely high-cost drugs, antimicrobial resistance, and vaccinations.
▶ Search “HGPI Public Opinion Survey 2019”

2019.08.02
政策提言発表「健康長寿を確保するための対策」
健康長寿と経済成長を結びつける新レポートは、
G20リーダーがワクチン政策を重要な推進力として 捉えるよう求める
専門家団体は、急速に高齢化するG20諸国において、市民の健康、財政の持続可能性、
および経済成長を促進する手段として、成人への予防接種を挙げています。― Global
Coalition on Aging （GCOA）とHGPIは新たな報告書として「健康長寿を確保するための
対策」を発表しました。本レポートは、経済成長と財政の持続可能性を健康長寿と予防
医療対策に結び付け、特に重要な戦略として成人向けワクチンについて指摘しています。本報告書は、G20財務大臣会合に合わせて6月
5日にGCOAとHGPIが招集したラウンドテーブル政策会議に基づいた提言をまとめたものです。 ▶「HGPI ワクチン政策提言」で検索

Policy Recommendations “Measures to Ensure Healthy Ageing” Connecting Healthy Ageing to Economic
Growth, Calling on G20 Leaders to Look to Vaccine Policy as a Critical Lever
The Global Coalition on Aging (GCOA) and HGPI published a report, “Measures to Ensure Healthy Ageing.” The report connects
economic growth and fiscal sustainability to healthy ageing and preventive healthcare measures, and points, in particular, to
vaccines for adults as a key strategy. The report summarizes recommendations based on a policy roundtable convened by
GCOA and HGPI, on June 5, alongside the G20 Finance Ministers Meeting.
▶ Search “HGPI Vaccine Policy Recommendations”
2019.06.05
HGPI-GCOA共催会合 G20グローバルヘルス・アジェンダにおけるワクチン政策

HGPI-GCOA Joint Roundtable
Vaccine Policies Within the G20 Global Health Agenda
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▶「HGPI ワクチン政策」で検索

▶ Search “HGPI Vaccine Policies”

その他活動 Other activities
2019.11.14
イブニングセミナー
NCDsの予防と対策における市民社会の役割―NCD共通課題の共有と協働型社会の実現に向けた道筋とは―
NCD Alliance CEOのKatie Dain氏をお迎えし、NCDsの予防と対策において市民社会が果たす
役割の重要性や、よりインパクトのあるアドボカシー活動の展開について語っていただ
きました。

▶「HGPI es1114」で検索

Evening Seminar Steps to finding a shared agenda and building a
coordinated response in NCD advocacy
We were joined by Ms. Katie Dain, the CEO of NCD Alliance. Ms. Dain spoke about
the importance of civil society’s role in NCD prevention and control as well as
methods for deepening the impact of advocacy activities. ▶ Search “HGPI es1114”
2019.07.25
イブニングセミナー アルツハイマー病の未来：宗教、科学、そして政策
サンディエゴ州立大学の老年学の教授であるギャレット・マリオ氏をお招きし、2050年の
アルツハイマー病をはじめとした認知症の「ケア・ロードマップ」について語っていただ
きました。

▶「HGPI es0725」で検索

Evening Seminar Alzheimer’s Future: Religion, Science and finally
(when everything else fails) Policy
HGPI invited Professor Mario D. Garrett (Professor of Gerontology, San Diego State
University) to talk about the “Care Roadmap” to 2050 for dementia, including Alzheimer’s disease.

▶ Search “HGPI es0725”

2019.05.28
特別対談フォーラム 令和時代の人類社会を読み解く知恵と哲学 ～交錯する文化・国家・個人・思想のなかで～
社会科学者を豊富に抱えるコンサルティングファームであり、世界的に注目されているレッドアソシエイツの創業者・パートナーであ
る、クリスチャン・マスビアウ氏をお招きし、当機構理事・事務局長/CEO乗竹と対談いたしました。 ▶「HGPI 人類社会」で検索

Special Discussion Forum
Wisdom and philosophy for interpreting modern society by examining
the intersection of culture, countries, individuals, and ideologies
HGPI hosted Christian Madsbjerg for a special discussion forum. Mr. Madsbjerg is
an author as well as founder and partner of ReD Associates, a consulting firm
employing many social scientists that has received worldwide attention.
▶ Search “HGPI Discussion Forum”
2019.05.06～17
パシフィック・パートナーシップ 2019
ベトナムで行われたパシフィック・パートナーシップ (PP) 2019に当機構理事・事務局長
/CEOの 乗竹亮治がAED寄贈記念式典に参加しました。

▶「HGPI PP2019」で検索

Pacific Partnership 2019
The Pacific Partnership (PP) 2019 was held in Vietnam. HGPI CEO and Board
Member Mr. Ryoji Noritake participated in the Automated External Defibrillators
(AEDs) donation ceremony. ▶ Search “HGPI PP2019”
2019.04.17
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

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。
2019年4月から9月まで、29名の受講生の参加のもと、第8期が開催されました。 ▶「HGPI アカデミー」で検索

Health Policy Academy (HPA)

Health Policy 101

HGPI has been offering a program entitled “Health Policy 101” for those who wish to gain a basic understanding of the health
policies in Japan. 8th semester was held from April to September 2019. Twenty-nine people participated. ▶ Search “HGPI HPA”
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定例朝食会 Breakfast Meeting
2019.09.11
第80回

社会で支える令和時代の子育て～社会に求められる価値変革とは～

駒崎 弘樹 氏（認定NPO法人フローレンス代表理事）をお迎えし、子育て世代や子どもの未来を支援する上での現状の課題やこれからの
展望について語っていただきました。

▶「HGPI 第80回」で検索

#80 Providing Support for Children-Rearing in the Reiwa Era as a Society:
Which Value Changes Does Society Require?
HGPI hosted Mr. Hiroaki Komazaki (Founder and CEO, Florence). He spoke on the
current situation in efforts to support members of the child-rearing generation and
the future of our children as well as future prospects for those efforts.
▶ Search “HGPI 80th”
2019.08.20
第79回

医療システムの持続可能性とイノベーションの両立～患者の目からみた期待と不安～

桜井 なおみ 氏（キャンサー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長）をお迎えし、会場の皆様と一緒に、少子化、高齢化が進む
日本における医療システムの持続可能性とイノベーションをテーマに、桜井氏が考える課題と、今後の改革への期待について語ってい
ただきました。

▶「HGPI 第79回」で検索

#79 Rebalancing Healthcare Systems for Innovation and Sustainability
Series – Expectations and Concerns from the Perspectives of People
Receiving Healthcare
We welcomed Ms. Naomi Sakurai (President, Cancer Solutions Co., Ltd.) for a
discussion on balancing innovation and stability in Japan’s healthcare system in
response to a declining birthrate and population aging. Ms. Sakurai shared her views
on issues facing that effort and spoke about future reforms. ▶ Search “79th”
2019.07.03
第78回

超高齢社会に向き合うファイナンシャル・ジェロントロジーの知恵

駒村 康平 氏（慶應義塾大学 経済学部教授、慶應義塾大学経済研究所 ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター センター長）
をお迎えし、会場の皆様と一緒に超高齢社会に向き合うファイナンシャル・ジェロントロジーへの理解を深めました。
▶「HGPI ファイナンシャル・ジェロントロジー」で検索

#78 Knowledge from the field of financial gerontology for facing
a super-aged society
We invited Prof. Kohei Komamura (Professor, Keio University Faculty of Economics;
Director, Research Center for Financial Gerontology, Keio University Institute for
Economic Studies) to help everyone in attendance deepen their understanding of
financial gerontology facing the era of the super-aged society.
▶ Search “HGPI for Financial Gerontology”
2019.05.14
第77回

NCDs 横断の共通課題への理解促進に向けて～2018年度市民社会のためのNCDグローバルフォーラムより～

武田 飛呂城 氏（社会福祉法人はばたき福祉事業団 理事長補佐）と、宿野部 武志 氏（一般社団法人ピーペック 代表理事・CEO）をお迎
えし、会場の皆様と一緒に患者・当事者視点でのNCDs横断の共通課題への理解を深めました。
▶「HGPI NCDs 共通課題」で検索

#77 Promoting understanding of shared challenges facing all NCDs:
Insights from the FY2018 NCD Global Forum for Civil Society
We hosted Mr. Hiroki Takeda (Assistant Chairman for the Social Welfare Corporation
Habataki Welfare Project) and Mr. Takeshi Shukunobe (President and CEO, PPeCC).
Together with everyone in attendance, we deepened our understanding of the
shared challenges facing all NCDs. ▶ Search “HGPI Shared Challenges”
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特別朝食会 Special Breakfast Meeting
2019.06.25
第44回

世界が直面する人口遷移を克服する医療研究開発に向けて

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED: Japan Agency for Medical Research and
Development）理事長である末松 誠 氏をお招きしました。▶「HGPI AMED 」で検索

#44 Medical research and development to overcome the global
challenge of demographic transition
President of the Japan Agency for Medical Research and Development (AMED) Dr.
Makoto Suematsu gave a lecture. ▶ Search “HGPI AMED”
2019.05.28
第43回 『センスメイキング』で世界の未来を考える～人文科学・哲学で読み解くヘルスケアの未来～
レッドアソシエイツの創業者であり、2017年出版『センスメイキング 本当に重要なものを見極める力 テクノロジー至上主義時代を生
き抜く審美眼を磨け』（和訳）の著者、クリスチャン・マスビアウ氏をお招きいたしました。▶「HGPI センスメイキング」で検索

#43 Considering the world’s future through the lens of ‘Sensemaking’
–Analyzing healthcare future systems using humanities and philosophy
HGPI hosted Mr. Christian Madsbjerg, author as well as founder and partner of ReD Associates. He is the author of 2017’s
“Sensemaking: The Power of the Humanities in the Age of the Algorithm.” ▶ Search “HGPI Sensemaking”

主な講演（ほか多数） Lectures
2019.12.05
エコノミスト主催 アジア薬剤耐性サミット
The Antimicrobial Resistance Summit Asia シンガポール
当機構の理事・事務局長/CEOの乗竹 亮治は、「AMR and the Sustainable Development Goals
in Asia」（アジアにおけるAMRとSDGs）と題したパネルディスカッションに登壇し、HGPI
が2016年から取り組んできたAMRに関する政策提言の中身を紹介し、HGPIが事務局を務め
るAMRアライアンス・ジャパンの活動や今後の展開について紹介しました。

The Antimicrobial Resistance Summit Asia held by The Economist
Singapore
HGPI CEO and Board Member Mr. Ryoji Noritake spoke at the panel discussion on AMR and the Sustainable Development Goals
in Asia. His remarks included an introduction of the activities of AMR Alliance Japan, established in November 2018 by HGPI
and key infectious disease stakeholders in Japan.
2019.11.21
マヒドン大学公衆衛生学部主催 51st The Asia-Pacific Academic Consortium for
Public Health (APACPH) : SDGs in Reality タイ・バンコク
当機構マネージャーの吉村 英里がパネルセッション「Area Based Innovation」に、バンコク
大学建築学部学部長のDr. Rittirong Chutapruttikornと、パネリストとして登壇いたしました。

The 51st Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH)
Hosted by Mahidol University School of Public Health Bangkok, Thailand
HGPI Manager Ms. Eri Yoshimura joined a panel session entitled “Area Based Innovation.” At the panel, Ms. Yoshimura was
joined by Dean of Bangkok University School of Architecture Dr. Rittiron Chutapruttikorn.
2019.11.11
アジア太平洋シンクタンクサミット

タイ・バンコク

当機構副事務局長の西村 香苗とマネージャーのマット・マカナニが「アジア太平洋シン
クタンクサミット」に参加、マカナニはパネルディスカッション「シンクタンクの新たな
資金調達戦略」にパネリストとして登壇しました。

Asia-Pacific Think Tank Summit

Bangkok, Thailand

HGPI COO Ms. Kanae Nishimura and Manager Mr. Matt McEnany participated and
Mr. McEnany spoke on a panel for a session related to think tank management,
“New Sources and Strategies for Funding Think Tanks.”
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主な講演（ほか多数） Lectures
2019.10.18
WDC Tokyo Dementia Summit 2019

東京都千代田区

当機構代表理事 黒川 清と理事・事務局長/CEO 乗竹 亮治が、世界認知症審議会（WDC: World
Dementia Council）が主催した「WDC Tokyo Dementia Summit 2019」に登壇しました。

WDC Tokyo Dementia Summit 2019 Chiyoda-ku, Tokyo
HGPI Chairman Dr. Kiyoshi Kurokawa and HGPI Board Member and CEO Mr. Ryoji
Noritake spoke at the Word Dementia Council (WDC) Tokyo Dementia Summit 2019
hosted by the WDC.
2019.10.15
NIKKEI Super Active Ageing Society Conference 超高齢化社会の課題を解決するための国際会議 東京都千代田区
当機構代表理事 黒川 清と理事・事務局長/CEO 乗竹 亮治が「総括セッション そして未来
へ」に登壇し、黒川がパネリスト、乗竹がモデレーターを務めました。

Nikkei Super Active Ageing Society Conference – An international conference
aiming to resolve the issues of ageing Chiyoda-ku, Tokyo
HGPI Chairman Dr. Kiyoshi Kurokawa and HPGI CEO and Board Member Mr. Ryoji
Noritake appeared at a panel discussion entitled “Comprehensive session: And towards
the future”. Dr. Kurokawa was a panelist in the discussion and Mr. Noritake served as a
moderator.
2019.09.01
第6回 日経アジア・アフリカ感染症会議2019

神奈川県横浜市

当機構の理事・事務局長/CEOの乗竹 亮治が日経アジア・アフリカ感染症会議に出席しました。

The 6th Nikkei Asia Africa Conference on Communicable Diseases 2019
Yokohama City, Kanagawa Prefecture
HGPI CEO and Board Member Mr. Ryoji Noritake participated in the Nikkei Asia Africa
Conference on Communicable Diseases.
2019.08.31
「若狭・認知症リンクワーカー樹の輪」主催講演会
福井県美浜町
当機構シニアアソシエイトの栗田 駿一郎が講演を行いました。

2019.08.30
アフリカにおけるデジタルヘルスと発展のつながりに
むけて ～21世紀のUHC～ 神奈川県横浜市

Lecture held by Wakasa Dementia Supporter Team
Mihama-town, Fukui Prefecture
HGPI Senior Associate Mr. Shunichiro Kurita gave a
presentation.

Creating an African Digital Health and Development
Dynamic Universal Health Coverage in the 21st Century
Yokohama City, Kanagawa Prefecture

第7回アフリカ開発会議の公式サイドイベントに当機構マネー HGPI Manager Mr. Matt McEnany appeared as a panelist for
ジャーのマット マカナニがパネリストとして登壇しました。

2019.07.09
シルバーエコノミーに関するハイレベル会合
フィンランド ヘルシンキ
当機構理事・事務局長/CEO 乗竹 亮治が登壇、講演しました。

2019.06.19
NHS Confederation 2019「未来はここから始まる」
英国 マンチェスター
当機構理事・事務局長/CEO 乗竹 亮治が、オープニングセッ
ションに登壇、講演しました。

2019.06.07
G20『高齢化と金融包摂』ハイレベルシンポジウム
東京都千代田区
当機構代表理事 黒川清が、セッション１「迫る高齢化の波」に
パネリストとして登壇しました。

an official side event of the TICAD 7.

High-Level Forum on the Silver Economy
Helsinki, Finland
HGPI Board member and CEO Mr. Ryoji Noritake presented on
his key message from the first day of the forum.

NHS Confederation 2019「Future Starts Here」
Manchester, U.K
HGPI Board member and CEO Mr. Ryoji Noritake gave a lecture
at NHS Confederation 2019.

High-level Symposium on Aging and Financial Inclusion
Chiyoda-ku, Tokyo
HGPI Chairman Dr. Kiyoshi Kurokawa delivered a lecture on the
session of Aging and Financial Inclusion entitled “Setting the
Scene - Facing the ‘Age of Aging’” as a panelist.
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メディア掲載実績 Media Coverage
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。▶「HGPI メディア」で検索

HGPI’s projects have been covered by various media outlets both inside and outside of Japan. ▶ Search “HGPI Media”
■ Medical Communication 2019年夏号（2019年7月16日）
日本の医療システムの持続可能性を考える―マルチステークホルダー
での議論推進を

Medical Communication, Summer 2019 edition (July 16, 2019)
Promoting multi-stakeholder discussions to consider the sustainability of
Japan’s healthcare system

■ BSテレビ東京『日経プラス10』（2019年5月31日）
「認知症」の発症を“減らす”“遅らせる”ための備えは？

BS TV TOKYO “Nikkei plus10” (May 31, 2019)
What preparations can be made to reduce dementia symptoms and delay
the onset of dementia?

■ 健康保険2月号（2019年2月15日）
働く女性の健康増進に向けた取り組みのあり方

Health Insurance February issue (February 15, 2019)
The ideal approach to promoting health among working women

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
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、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。
▶ 「HGPI プロフェッショナル」で検索
■政府などにおける主な役職
• 黒川 清： 世界認知症審議会 委員、内閣官房 健康・医療戦略参与、
東京都「超高齢社会における東京のあり方懇談会」座長ほか
• 小野崎 耕平： 厚生労働省 保健医療政策担当参与ほか
• 永井 良三： 厚生労働省 社会保障審議会委員、文部科学省科学技術・学術審議会臨時委員ほか
• 乗竹 亮治： 東京都「超高齢社会における東京のあり方懇談会」委員
• 堀田 聰子： 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会委員、総務省 政策評価審議会 専門委員ほか
• 武藤 真祐： 厚生労働省情報政策参与ほか

Expertise in the field Advisory to the Governmental Entities
HGPI senior members hold various titles in the government and global health society.
▶ Search “HGPI Experts”
■ Key Roles
Kiyoshi Kurokawa: Member of the World Dementia Council, Healthcare Policy Advisor to the Cabinet Secretariat,
Chairman of the Council on the Future of Tokyo in a Super-Aged Society, and more.
Kohei Onozaki: Health Policy Advisor to the Ministry of Health, Labour and Welfare
Ryozo Nagai: Member of the Social Security Council of the Ministry of Health, Labour, and Welfare,
a provisional member of the Council for Science and Technology of the Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology
Ryoji Noritake: Committee Member of the Council on the Future of Tokyo in a Super-Aged Society
Satoko Hotta: Member of the Caregiver Fee Subcommittee and Welfare Division of the Social Security Council, the Ministry of
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