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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 establishment, HGPI has been working to help citizens shape health policies by generating policy options, and to bring
stakeholders together as a non-partisan think-tank. The mission is to improve the civic mind and individuals’ well-being and to
foster a sustainable healthy community by shaping ideas and values, reaching out to global needs, and by catalyzing society for
impact.
We commit to activities that bring together relevant players in different fields, in order to provide innovative and practical
solutions, and to help interested citizens understand choices and benefits in a global, broader, and long-term perspective.

Top Global Health Policy Think Tanks 2017

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

9年連続ランクイン。“Global Health Policy”部門で世界第4位（前回

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

6位）、“Domestic Health Policy”（国内医療政策：自国に関する取

策の概要と基本情報、最新情報などを発信します。

り組み）部門では、世界第3位（前回11位）。いずれもアジアで

▶「JHPN」で検索

1位、日本から唯一ランク入りしました。

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

▶「HGPI 世界ランク」で検索

Global Health Policy Think Tank Worldwide
4th in the World

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

HGPI was ranked 4th among global health policy think tanks
worldwide in University of Pennsylvania’s 2017 Global Go To
Think Tank Index Report, published January 2018. HGPI has
been in the ranking for nine consecutive years placing HGPI
amongst leading policy organizations.
▶ Search “HGPI Ranking”

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

Top Global Health Policy Think Tanks(2017)
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2018.10.05
人事異動のお知らせ
2018年10月2日に開催された理事会において、津川友介氏（カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA: University of California, Los
Angeles）助教授）、堀田聰子氏（慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授・研究科委員）、乗竹亮治（当機構 事務局⾧）を
理事に任命することと決定いたしました。▶「HGPI 人事異動」で検索

Announcement of New Board Members
Dr. Yusuke Tsugawa (Assistant Professor, University of California, Los Angeles (UCLA)) , Prof. Satoko Hotta (Professor, Graduate
School of Health Management, Keio University) , and Mr. Ryoji Noritake (President, HGPI) were appointed as Board Members
at a meeting of the Board of Directors held on October 2, 2018. ▶ Search “HGPI New Board Members”
2018.09.27
NCDsに関する市民社会による共同声明への署名
第73回国連総会で非感染性疾患（NCDs: Non-Communicable Diseases）に関する第3回ハイ
レベル会合が2014年以来に開催され、日本も含めた加盟国により政治宣言書が採択され
ました。これを受けて、約170か国に展開する協働プラットフォームであるNCD Alliance
と約300もの市民団体による共同声明が発出され、当機構も署名しました。当機構は、
NCD Allianceの日本窓口として、引き続きNCDs対策を促進するモメンタムの推進を継続し
てまいります。▶「HGPI NCDs共同声明」で検索

HGPI co-signs NCDs Civil Society Statement
On the occasion of the 73rd session the U.N General Assembly, member states, including Japan, adopted the Political
Declaration of the third UN High-Level Meeting on Non-Communicable Diseases (NCDs) was adopted. The first such high-level
meeting on NCDs had been first convened in 2014. The NCD Alliance, a collaborative platform that has expanded to include
around 170 countries, together with nearly 300 civil society organizations issued a statement in line with this declaration. HGPI,
in its capacity as Japanese chapter of this alliance has co-signed the statement, and is continuously advocating measures
against NCDs. ▶ Search “HGPI NCDs statement”
2018.9.13
「イノベーションと持続可能な医療システム」
連続フォーラム第2回：制度化に向けた課題
～費用対効果評価導入による他制度との双方向的な影響や整合性～
本フォーラムでは、制度化に向けた課題をテーマとしたラウンドテーブル・ディスカッ
ションが行われました。そして、費用対効果評価に今後求められる政策的な機能や、現行
の薬価制度や保健医療システムに与える影響について、産官学民の有識者から忌憚なき議
論が交わされました。▶「HGPI HTA第2回フォーラム」で検索

“Second forum of Innovation and Sustainability Series: The Introduction of Cost-Effectiveness Assessment,
Its Impact, and Compatibility with Other Systems”
HGPI has convened a roundtable discussion on the theme of institutionalization and its attendant challenges. Experts from
industry, academia, government, and the public sector attended the roundtable and engaged in lively discussions on the
political measures that would be needed in the future to entrench Cost-Effectiveness Assessment, and its possible effects on
the drug pricing and healthcare systems ▶ Search “HGPI HTA Second Forum”
2018.09.12
グローバル専門家会合 「あるべき医療技術評価（HTA: Health Technology Assessment）の未来像」
2016年から実施している「医療システムの持続可能性とイノベーションの両立」シリー
ズの本会合では、国内外を代表する産官学民の有識者より、医薬品のHTAだけではなく、
医療機器分野でのHTAについても活発な議論が行われました。▶「HGPI HTA」で検索

Global Expert Meeting “The Future of Health Technology Assessment”
At this iteration of the series of expert meetings entitled “Rebalancing Healthcare
Systems: Innovation and Sustainability” which HGPI has been conducting since 2016, domestic and overseas experts from
industry, academia, government, and civil society joined in lively discussions not only on HTA as applied to medical drugs, but
also within the field of medical devices. ▶ Search “HGPI HTA”
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2018.09.12

2018.09.06

老人保健健康増進等事業（平成30年度）
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

第72回 定例朝食会 女性の活躍と健康経営
～職場における女性の健康増進の取り組み～
女性の健康に焦点を当て、先進的
な取り組みを実施している株式会

国内外の認知症施策に関する調査研究を踏まえ、日本の認知症施

社パソナグループ 、株式会社パソ

策の推進・発信に資する提言や、認知症高齢者等にやさしい地域

ナ、株式会社日立システムズから

づくりに向けたグローバル・ネットワークの推進のための提言と

3氏をお招きし、女性の健康対策へ

して取りまとめる予定です。▶「HGPI 老健」で検索

の取り組みについてお話いただき

"Envisioning Japan’s Post-Diagnostic Dementia
Support System and the Creation of Innovative
Public-Private Partnerships Aimed at System
Sustainability”

ました。▶「HGPI 女性の活躍と健康」で検索

72th Breakfast Meeting
"Women's Empowerment and Workplace
Wellness—Efforts to Promote Women's Health in
the Workplace"

Based on results from domestic and foreign research surveys
on dementia policy, HGPI plans to compile recommendations
that contribute to the promotion of global networks aimed at
age- and dementia-friendly community-building, and the
dissemination of dementia measures in Japan.
▶ Search “HGPI elderly health”

Focusing on women’s health, HGPI heard from three
representatives from Pasona Group Inc., Pasona Corporation,
and Hitachi Systems, Ltd., regarding each company’s
progressive initiatives.
▶ Search “HGPI Women's Empowerment”

2018.09.06
AMRキックオフ・ミーティング ～「AMR Alliance Japan」設立 ビジョンの設定に向けた課題整理～
今回のミーティングでは、2018年11月の「AMR Alliance Japan」設立に向けて、議論すべき薬剤耐性（AMR: Antimicrobial Resistance）政策
の課題を抽出し、さらなるAMR政策進展に必要となる施策やその実現のために必要な活動について、ラウンドテーブルにて議論しまし
た。▶「HGPI AMRキックオフ」で検索

AMR Kick-Off Meeting Setting the Vision for AMR Alliance Japan
This meeting was convened as a preparatory roundtable gathering for the scheduled
official establishment of the AMR Alliance in November 2018. Experts narrowed down
which policy issues of AMR should be discussed at the Alliance and the necessary
measures for further promoting AMR policies as well as the actions necessary for their
realization. ▶ Search “HGPI AMR Kick-Off”
2018.08.10

2018.08.25～09.03

第41回 定例朝食会
ICTの活用と社会保障、女性活躍推進と今後の日本の姿

グローバルヘルス・エデュケーション・プログラム 2018
タイのマヒドン大学公衆衛生学部

衆議院議員（総務大臣・女性活躍

（Faculty of Public Health of Mahidol

担当大臣・内閣府特命担当（男女

University）、神奈川県立保健福祉

共同参画、マイナンバー制度）大

大学そして政策研究大学院大学と

臣）野田聖子氏をお招きし、ご講

の共催により、グローバルヘルス

演いただきました。

・エデュケーション・プログラム

▶「HGPI ICT」で検索

2018を実施しました。▶「HGPI G-HEP2018」で検索

41st Special Breakfast Meeting
The use ICT, social security, promoting women’s
success, and the future of Japan

Global Health Education Program 2018
The Faculty of Public Health at Mahidol University, Kanagawa
University of Human Services, and the National Graduate
Institute for Policy Studies have jointly organized the Global
Health Education Program (G-HEP) 2018.
▶ Search “HGPI G-HEP2018 ”

HGPI hosted House of Representatives member Seiko Noda –
also Minister for Internal Affairs and Communications,
Minister in charge of Women’s Empowerment, Minister of
State for Special Missions (gender equality, My Number
system). ▶ Search “HGPI ICT ”
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2018.08.28
世論調査 2018 日本の医療に関する世論調査（速報版）
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います。
2018年は全国の20歳以上の男女1,000名を対象に、受動喫煙やヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン、終末期医療についてインター
ネット調査を行いました。▶「HGPI 世論調査 2018」で検索

2018 Public Opinion Survey Public Opinion Survey on Japanese Healthcare (Preliminary Report)
HGPI has been undertaking surveys of public opinion on healthcare issues since 2006 in order to gain a better understanding of
public perceptions and a better awareness of the health services and healthcare policies that the public desires. This year, in
2018, an internet-based public opinion survey was administered to 1,000 males and females aged 20 and over throughout
Japan. The survey was comprised of questions on passive smoking, the HPV vaccine, and end-of-life care.
▶ Search “HGPI Public Opinion Survey 2018”

2018.7.19
「イノベーションと持続可能な医療システム」連続フォーラム第1回：技術的な課題
～試行的導入で明らかになった分析方法の課題および総合的評価（アプレイザル）のあり方～
当機構は、HTAの政策分野における公論を促進し広く社会に貢献すべく、マルチステーク
ホルダー結集型の産官学民がフラットに集結し議論を重ねる「イノベーションと持続可
能な医療システム」の両立に向けた連続フォーラムを開催することとなりました。今回
は、費用対効果評価の技術的な課題について議論しました。
▶「HGPI HTA第1回フォーラム」で検索

First forum of Innovation and Sustainability Series : Technical Issues
Analysis and Appraisal Issues Identified through the Trial Introduction of Cost-Effectiveness Assessment
In order to widely contribute to society and to promote public consensus regarding the field of Health Technology Assessment
(HTA) policy, HGPI has decided to organize a series of forums bringing together multi-stakeholders. The first forum featured
discussions about the technical issues of Cost-Effectiveness Assessment. ▶ Search “HGPI HTA First Forum”
2018.06.29
第70回 定例朝食会 グローバルヘルス・セキュリティーにおける新戦略
「グローバル・バイローム・プロジェクト」～感染症対策の最前線～
米国国際開発庁（USAID: United States Agency for International Development）で国際保健分野
を担当されているデニス・キャロル氏をお招きし、ご講演いただきました。
▶「HGPI GVP」で検索

70th Breakfast Meeting A New Strategy for Global Health Security
– The Global Virome Project – The leading edge in the fight against infectious diseases
Dr. Dennis Carroll, who serves as the Director of the Global Health Security and Development Unit within the U.S. Agency for
International Development (USAID), was invited to speak on the Global Virome Project. ▶ Search “HGPI GVP”
04

2018.06.26

2018.05.31

主催する超党派国会議員による

第69回 定例朝食会 世界認知症ヤングリーダーが語る、
グローバルレベルの認知症の最新課題と認識
～認知症にやさしい
地域づくりとは～

「認知症国会勉強会」の企画立案等

東京都医学総合研究所 主席研究員

の運営をサポートしています。第5回は、通所介護事業所「DAYS

の中西三春氏にご登壇いただきま

BLG！」を運営する前田隆行氏にご登壇いただきました。

した。

▶「HGPI 国会勉強会」で検索

▶「HGPI 世界認知症ヤングリーダー」で検索

Fifth session of the Diet Study Group on Dementia

69th Breakfast Meeting
– A World Young Leader in Dementia on the Current
Issues and Topics in Dementia at the Global Level –
What Does It Mean to Build Dementia-Friendly
Communities?

第5回 認知症国会勉強会
当機構は、衆議院議員鈴木隼人氏が

The non-partisan Diet Study Group on Dementia headed by
House of Representatives member Hayato Suzuki has held its
fifth session. HGPI is currently providing planning and
operations support for this study group. Mr. Takayuki Maeda
spoke about an innovative daycare center called "DAYS BLG!"
▶ Search “HGPI Diet Study Dementia”

HGPI invited Dr. Miharu Nakanishi, Chief Researcher at the
Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science to give a talk
at tis customary breakfast meeting.
▶ Search “HGPI World Young Leaders in Dementia”

2018.5.31
プレ会合：医療システムの持続可能性とイノベーションの両立シリーズ
～試行的導入から見えてきた費用対効果評価導入への課題～
2016年度から取り組んでいる本テーマについて、今回の会合は、2017年に開催したグ
ローバル専門家会合で抽出された論点、そして2017年度における費用対効果評価の試行
的導入から浮かび上がった課題や教訓、好事例などを再確認し、2018年度の連続フォー
ラムで取り組むべき優先課題を整理する場としました。▶「HGPI HTAプレ会合」で検索

Preparatory Meeting
Rebalancing Healthcare Systems: Innovation and Sustainability Series
– Issues Identified from the Trial Introduction of Cost-Effectiveness Assessment
The creation of efficient and effective healthcare systems to ensure innovation and sustainability is a common issue not only in
Japan, but in every country worldwide. At this Preparatory Meeting, as a kick-off for the main FY2018 Forum Series, we
identified priority tasks to be addressed in the forums, based on the results from the HGPI Global Expert Meetings held in
FY2017 (April/October), as well as issues highlighted through the trial introduction of Cost-Effectiveness Assessment, and
subsequent discussions held at Chuikyo. ▶ Search “HGPI HTA Preparatory Meeting”
2018.04.26～05.08

2018.05.21

Pacific Partnership (PP) 2018

第40回 特別朝食会 2040年を展望した社会保障の課題と
医療・介護の当面の焦点

PPは、アメリカ海軍主導の国際災害救援活動訓練であり、防衛省
自衛隊に加え、NGOも参画しています。スリランカで開催された

厚生労働省保険局⾧である鈴木俊

今回は、多国籍医療チームよる内科

彦氏に、2040年に向けた社会保障

・歯科診療、船内手術、公衆衛生教

改革、社会保障の給付と負担につ

育が行われ、当機構も参加しました。

いてご講演いただきました。

▶「HGPI PP」で検索

▶「HGPI 社会保障 2040」で検索

Pacific Partnership (PP) 2018

40th Special Breakfast Meeting
Social Security Challenges and the Focus for
Healthcare towards 2040

PP is an international disaster relief training exercise
spearheaded by the U.S Navy. In addition to participation by
the Japan Ministry of Defense (JMOD), the Japanese SelfDefense Force (JSDF), civil society and NGOs also take part.
HGPI participated in the PP 2018 exercise conducted in Sri
Lanka as a member of a multinational medical team.
▶ Search “HGPI PP ”

HGPI invited Mr. Toshihiko Suzuki, Director General of Health
Insurance Bureau of the Ministry of Health, Labour and
Welfare (MHLW) to the special breakfast meeting.
▶ Search “HGPI healthcare 2040 ”
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2018.05.29
第1回 市民社会のためのNCDグローバルフォーラム糖尿病セッション
『患者リーダーなどによるワークショップの部』『フォーラムの部』
心疾患、がん、糖尿病などに代表されるNCDs（Non-Communicable Diseases：非感染性疾
患）は、世界で主要な健康課題となっています。第1回では糖尿病をテーマとし、患者さ
んや当事者目線から政策課題を抽出するために、患者・当事者リーダー向けのワーク
ショップと、国内外の患者さんを含めた産官学民がフラットに結集し議論を重ねるグ
ローバルフォーラムを開催いたしました。▶「HGPI NCDフォーラム」で検索

NCD Global Forum for Civil Society, Diabetes Session

– Patient Leader Workshops and Open Forum–

NCDs such as cardiovascular diseases, cancer and diabetes have become a major health issue word-wide. At this first session
focusing on diabetes, workshops and an opinion exchange were held for patient leaders along with a global forum, and
international civil society leaders took part in the workshops and opinion exchange, invigorating the discussions.
▶ Search “HGPI NCD Global Forum“
2018.4.18
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。2018年4月より第6期がスタートいたしました。
▶「HGPI アカデミー」で検索

Health Policy Academy

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. We statedas the 6th series in April 2018. ▶ Search “HGPI HPA”
2018.03.22
調査報告

働く女性の健康増進に関する調査2018

女性が、妊娠や出産・子育て、就労の継続等、ライフプランを主体的に選択するだけでなく、社会への貢献を実現するためにも、健康
は重要な要素のひとつです。しかし、女性自身の健康知識や、健康増進に対する社会の支援は、まだ十分とは言えません。そこで当機
構では、就労女性2,000名を対象に、女性に関するヘルスリテラシーと女性の健康行動や労働生産性、必要な医療へのアクセスとの関連
性を調査しました。▶「HGPI 女性の健康 2018」で検索

Survey Report

Research Report on Women's Health 2018

Health is an essential element for women to take charge of their own life plans, including when they become pregnant, when
they raise children, where and how they work, and how they make contributions to society. However, social support for the
improvement of knowledge and behaviors related to women‘s health, and the promotion of women’s health in general, is still
insufficient. HGPI conducted a survey targeting 2,000 working women. Results were analyzed to test associations between
levels of health literacy and health behaviors, work productivity, and access to healthcare.
▶ Search “HGPI Women’s Health 2018”
調査結果のポイント
 女性に関するヘルスリテラシーの高さが、仕事のパフォーマンスの高さに関連
 女性に関するヘルスリテラシーの高さが、望んだ時期に妊娠することや不妊治療の機会を失することがなかったことに関連
 女性に関するヘルスリテラシーの高い人は、女性特有の症状があった時に対処できる割合が高い
 女性に多い病気のしくみや予防・検診・治療方法、医療機関へ行くべき症状を学ぶニーズが高い
 企業の健康診断が、定期的な婦人科・産婦人科受診に貢献

Key findings
 High health literacy was associated with high work performance
 High health literacy was associated with being able to plan pregnancies and the use of infertility treatment
 Women with high levels of health literacy were more likely to seek treatment for health symptoms that are specific to women
 There is high need for education on the mechanisms, prevention, screening, and treatment of diseases that are common
among women, as well as when to consult a doctor about these diseases
 Health check-ups organized by workplaces encourage women to make regular visits to obstetricians/gynecologists
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2018.03.13-14
第12回世界認知症審議会 2025年に向け、認知症国際施策重点分野を設定
当 機構 代 表理 事 の 黒 川 清 が委 員を 務 める 世 界認 知 症審 議会 （ WDC: World Dementia
Council）第12回会合を、WDCとの共催で開催しました。本会合で日本の取り組みを紹介
したほか、今後の活動を加速するための重点分野について協議し、「啓発」「リサー
チ」「ケア」「リスク軽減」の4分野にフォーカスしていくことで合意しました。

WDC12: World Dementia Council12
Review the international dementia agenda and progress towards the
2025 ambitions
The 12th meeting of the World Dementia Council (WDC) was convened jointly with
HGPI in Japan. Dr. Kiyoshi Kurokawa, Chairman of HGPI has been appointed as the
member. During that meeting, members agreed to focus on four areas: awareness,
research, care, and risk reduction.
2018.03.15
第1回日英認知症会議 認知症の日本の現状と国際連携のあり方
第12回世界認知症審議会のサイドイベントとして、日本経済新聞社とFinancial Timesが主
催した本会議に、WDCと共に協力団体として参加。代表理事の黒川清が議⾧を務めまし
た。国内外から認知症施策における産官学のステークホルダーが一堂に会し、日英にお
ける知見を共有するとともに、国際的なPPPの構築と活用について具体的に議論しました。
▶「HGPI日英認知症会議」で検索

Japan-UK Dementia Conference
Japan's current situation and the importance of international
collaboration in combatting dementia
The conference was organized as a joint project involving HGPI , the WDC, Nikkei,
and the Financial Times. In conjunction with the conference itself, the plan was to
gather together stakeholders in the issue of dementia countermeasures
representing industry, government, and academia in Japan and overseas. They
shared knowledge from Japan and the UK, and discussed in concrete terms how to
create and made use of international PPPs.
▶ Search “ HGPI Japan-UK Dementia”
2018.02.24
医療政策サミット2018
12年連続開催 今年の医療政策「アジェンダ」が生まれる場
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——「医療提供体制のあるべき姿と保険者機能の強化」、「持続可能性」、
「保険医療の未来」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。▶「HGPI サミット2018」で検索

Health Policy Summit 2018
Leading the World: Japan’s Approach to Solving Health Issues
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 care.
▶ Search “Health Policy Summit 2018”
07

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 リーダー」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
• 武藤 真祐： 厚生労働省情報政策参与ほか
• 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

Expertise in the field Advisory to the Governmental Entities
HGPI senior members hold various titles in the government and global health society.

▶ Search “HGPI Leader”

■ Key Roles
Kiyoshi Kurokawa: Member of the World Dementia Council, the Healthcare Policy Advisor to the Cabinet Secretariat,
Chairman of the Council on the Future of Tokyo in a Super-Aged Society, et al.
Shinsuke Muto: Information Policy Advisor to the Ministry of Health, Labour and Welfare
Kohei Onozaki: Health Policy Advisor to the Ministry of Health, Labour and Welfare
Ryoji Noritake: Committee Member of the Council on the Future of Tokyo in a Super-Aged Society
メディア掲載実績 アジェンダの設定力——そして発信力
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

Media Coverage From Agenda Setting to Agenda Shaping
HGPI’s projects and agendas have been covered by various media both in Japan and the world.

▶ Search “HGPI Media”

■主な掲載メディアとテーマ／講演など（ほか多数）
メディ・ウォッチ（2018年8月30日）
人生の最終段階で受けたい医療やケア、66％の人が話し合いたいが、実
際の話し合いは25％にとどまる

BS JAPAN（2018年3月21日）

知られざる認知症 世界の取り組み 日本の現実～日英認知症会議～
日経産業新聞（2018年3月12日）
健康×ITの企業促す 組織発足、米NPOと連携

毎日新聞（2018年8月29日）
喫煙可の飲食店 ６割が入店避ける 分煙も２割強

BuzzFeed News（2018年8月28日）

週刊ダイヤモンド（2018年3月10日号）
確定申告、医療費控除の新特例を「9割が知らない」調査の波紋

社会保険旬報 No.2718（2018年7月21日）
「認知症国会勉強会」が開催される

日本の人事部 福利厚生.jp（2018年3月9日）
ヘルスリテラシーの高さが、仕事のパフォーマンスの高さに関連。
企業の健康診断が、定期的な婦人科・産婦人科の受診に貢献

HPVワクチンの基本的な役割を理解していない人が7割以上

薬事日報 ヘルスケア2018年夏（2018年7月9日）
「働く女性の健康増進に関する調査2018」HGPIがまとめる-女性のヘルス
リテラシーの高さ、仕事のパフォーマンスに関連

読売新聞（2018年2月21日）
市販薬購入控除9割が知らず

日経新聞（2018年4月16日）
政策決定に患者・住民参画を

月刊基金（2018年1月号）
医療保険制度を取り巻く動向と保険者への期待

日経新聞（2018年3月26日）
日英認知症会議特集「世界の課題に向き合う」

日本医師会雑誌 146巻第10号（2017年1月1日）
新春対談「世界の変化と日本の医療の方向性」

Business Insider（2018年3月23日）

the japan times（2017年12月8日）
Aiming for truly universal health coverage

働く女性2人に1人が望んだ時期に妊娠できていない “女性活躍”で
置き去りにされる健康

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.
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