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連携推進課 / Division of Global Networking
海外拠点
Overseas Collaboration Centers

NCGM には海外拠点と呼ぶ機関があり、現地に事務所や
職員を配置しています。国際医療協力局が主として運営に携
わっているのは、ベトナムのバクマイ病院（及びチョーライ
病院）
、カンボジアの国立母子保健センター、ラオスの国立
公衆衛生院（研究所は、別途、ラオス国立パスツール研究所
と研究協力中）
、ミャンマー保健省（現状、医療サービス局
と予防局の 2 つに分割、職員のみ配置）の 4 カ所が挙げら
れます。その他、ネパールのトリブバン大学医学部、インド
ネシアのスリアンティ・サロッソ感染症病院とは、協力協定
が結ばれています。
ベトナムのバクマイ病院では、インフルエンザ、HIV/ エ
イズ、結核、糖尿病、院内感染対策等に関する共同研究といっ
た従来の研究協力に加えて、糖尿病を含む生活習慣病分野に
おける人工衛星を使った研究も行われました。さらに従来の
国際保健を志す日本人に対する人材育成「国際保健医療協力
研修」
、人材交流、感染症医療情報の共有の試みなどの協力
が実施されています。加えて、昨年と同様に、医療技術等国
際展開推進事業において、脳外科、リハビリテーションなど
の臨床分野での協力が行われました。さらに臨床研究分野で
の協力の可能性について、臨床研究センターと協力して協議
が始まりました。また、同じくベトナムのチョーライ病院で
は、JICA の技術協力プロジェクトが再度開始され、プロジェ
クトリーダーと看護分野の専門家を派遣しており、海外拠点
事業との有機的な連携を図っています。これらについては、
7 月に NCGM で報告会を行うほか、年次報告書も作成中です。
カンボジア母子保健センターでは、新生児の研究が進むほ
か、日本とネット回線で結んだ症例検討会の実施し、11 月
には年次報告会をカンボジアで開催しました。
ラオスにおいては、例年通り 9 月に「ラオス国家保健研
究フォーラム」を開催し、ラオスや日本からの研究者が発表
を行いました。また、パスツール研究所では、従来通り、マ
ラリアやメコン住血吸虫といった熱帯病研究を続行していま
す。
ミャンマー保健省については、組織改編により、従来のカ
ウンターパートが 2 つの組織に分かれたため、再度それぞれ
の部署との協力協定を結び直しました。また、ネパールのト
リブバン大学とは多剤耐性菌などの研究の継続したほか、イ
ンドネシアのスリアンティ・サロッソ病院とは、バクマイ病
院の事例と同様に臨床研究に関する協議を臨床研究センター
とともに行い、協定締結に至りました。

46

国立国際医療研究センター 国際医療協力局｜ 2016 年度年報

NCGM has several Overseas Collaboration Centers (OCCs).
They usually have office space in the local areas and/or local
staff. OCCs run primarily by the BIHC include the Bach Mai
Hospital (BMH), also covering the Cho Ray Hospital (CRH)
in Viet Nam, the National Maternal and Child Health Center
(NMCHC) in Cambodia, the National Institute of Public
Health (NIOPH) in Laos (the NCGM Research Institute has
a separate MOU with the Institute Pasture of Laos (IPL)),
and the Ministry of Health (MOH) in Myanmar. The NCGM
has also signed an MOU for mutual collaboration with the
Institute of Health, Tribhuvan University (TU) in Nepal, and
the Suliianti Saroso Infectious Disease Hospital (SSIDH) in
Indonesia.
In addition to conventional research collaboration for joint
research in areas including influenza, HIV/AIDS, tuberculosis,
diabetes mellitus, and nosocomial infection control, the
BMH was also involved in research on the usage of satellites
in the field of life-style related diseases, including diabetes.
Collaboration was also provided in the form of training
courses for Japanese interested in the field of global health
(Basic Training for International Health Cooperation),
human resource exchange and the sharing of information
related to the treatment of infectious diseases etc. In
addition, following on from last year, collaboration was also
provided in clinical training in the field of neurosurgery
and rehabilitation through the Program for International
Promotion of Japanese Healthcare and Technology and
Services . The NCGM has also entered into discussions
together with the Clinical Research Center in relation to the
possibility of collaboration in the field of clinical research.
Further, the NCGM has also relaunched a JICA technical
cooperation project at the CRH, and has dispatched project
leaders and professionals in the nursing field to the hospital
in order to create an organic collaboration with overseas
base activities. The results of these activities will be reported
in the debriefing session of the NCGM in July and an
annual report is currently being prepared. In addition to
progress in neonatal research at the National Maternal and
Child Health Center in Cambodia, regular teleconferences
between the NMCHC and NCGM and an annual conference
in November are conducted. In Laos, the NCGM co-hosted
the National Health Research Forum in September in which
researchers from Laos and Japan gave presentations.
Research on malaria, schistosomiasis and other tropical
diseases is being conducted at the IPL. In line with structural
reform of the Myanmar Ministry of Health that resulted in
our former counterpart being divided into two separate
departments, we entered into new MOUs with the newly
formed departments. In addition, research on multidrug
resistant bacteria is continuing together with Nepal TU,
and discussions concerning clinical research similar to that
conducted with BMH were held with SSIDH in Indonesia
and an MOU was entered into between the hospital and the
NCGM.
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連携推進課 / Division of Global Networking
長崎大学連携大学院
Joint Graduate School Program with Nagasaki University

2011 年 10 月に国立国際医療研究センター（NCGM）国際

The National Center for Global Health and Medicine

医療協力局と長崎大学国際健康開発研究科の間で締結された

(NCGM) started to conduct joint activities based on the

協定文書に基づいて、国際医療協力局は連携大学院としての

Agreement on the Joint Graduate School Program with

活動を開始しました。これにより、国際保健医療協力の実施・

Nagasaki University in October 2011. This joint undertaking

研究機関である NCGM と国際保健分野の教育・研究機関で

is the beginning of a concrete collaboration between the

ある長崎大学との連携が始まりました。主に国際医療協力局

education and research institution on international health

から選出された 6 名の客員教員が連携大学院の活動を実施し

development & tropical medicine (Graduate School of

ています。

International Health Development in Nagasaki University)

これまでに新入大学院生に対するオリエンテーションに参

and the implementation and research institution of global

加したほか、各客員教員の経歴紹介、実施している研究内容

health (NCGM). Six visiting professors were selected from the

の説明、客員教員による国際保健に関する講義、修士論文の

Bureau of International Health Cooperation of the NCGM.

研究指導、NCGM での入試説明会の実施、学位審査、新大
学院国際保健開発研究科の入試などを実施しました。

The Graduate school of Nagasaki University will restart as
the Graduate School of Tropical Medicine and Global Health,

長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科では、2017

consisting of three courses (International Health, Tropical

年 4 月から NCGM サテライトと呼ばれる社会人大学院を

Medicine, and Health Innovation). The NCGM provided

NCGM 内の情報センター 2 階に設置し、10 月から学生の受

research support, lectures, explanation sessions of the

け入れを開始します。

courses, an entrance examination and so on.
In April, 2017, the Graduate School of Tropical Medicine
and Global Health renovated the second floor of the NCGM
Information Center to open the “NCGM Satellite”, as a
graduate school for members of society, and will start in
October, 2017.
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連携推進課 / Division of Global Networking
保健システム研究に関する WHO 協力センター
WHO Collaborating Center for Health System Research

国立国際医療研究センター (NCGM) は 1985 年（当時は 国

立国際医療センター）から世界保健機関 (WHO) の協力セン
ター (WCC) に指定され、WHO の活動に協力してきました。

2009 年からは、WHO 西太平洋地域事務局 (WPRO) の 保健
システム開発課と国際医療協力局との間で締結された協定に
基づき 活動を実施しています。2009 年に締結された 4 年間

の協定期限が終了、さらに 2013 年 7 月に新たに協定を結び、
新しい契約事項 (TOR) のもとに活動を開始しました（2013
年 7 月 -2017 年 7 月）。現在の契約は 以下の内容から成って
います。

TOR 1：保健システム強化に関する介入の効果を評価

活動 1：疾病対策プログラムが保健システムに与えた
影響を評価

活動 2：目指している各種保健医療スキームの状況と、

サービスカバレッジと保健支出に対するインパ
クトを評価する

活動 3：プライマリヘルスケアの状況を 6 つの視点から
評価

TOR 2： 保健システム強化に関する技術的コンサルテーショ
ンを実施

活動 1：疾病対策プログラムと保健システム強化の相乗
効果に関する会議等に参加

活動 2：包括的な保健人材評価ツール (house model) に
基づいて人材開発に関する調査、会議等に参加

今年度は、調査研究に関しては、これまでベトナム等で実

施した妊産婦の医療費支出と受療行動に対する健康保険の効
果に関する調査の分析および論文作成を行いました。

WHO 主催会議での貢献としては、保健人材分野では、9

月にメルボルンで開催された保健人材の法規強化に関する政
策円卓会議に出席しました。また、同月シンガポールで開催
された住民中心の統合的サービスに関する政策円卓会議に招

聘され出席しました。WHO 西太平洋地域では、WHO 協力

センターの活性化のため、2014 年より隔年で WHO 協力セ
ンターフォーラムを開催しており、今年度の第 2 回フォーラ

ムには NCGM 理事長も国際医療協力局と共に参加しました。
技術支援活動としては、昨年度に引き続き、国立保健医療

科学院が主催するラオス、カンボジア、モンゴル、ベトナム
を対象とした WHO 病院の質と患者安全管理研修を協働して

実施しました。また、同時に行われた WHO の本部及び他の
地域の病院の質担当官会議の支援を行いました。

WHO 協力センターとしての契約が 2017 年 7 月で終了す

るため、契約再更新に向け新しい TORs を WHO 担当官と協
議し、再更新申請を行いました。
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The NCGM has been designated a WHO Collaborating
Centre ( WCC) since 1985. Since 2009, activities have
been conducted based on the contract between the
NCGM’s Bureau of International Health Cooperation and
the Department of Health System Development (HSD),
currently Integrated Service Delivery Program (ISD), in the
WHO Western Pacific Regional Office (WPRO). In July 2013,
a new contract was agreed on the expiration of the former
contract’s 4-year term, and activities including research
and technical guidance began in accordance with the new
Terms of References (TOR) (for July 2013 to July 2017).
The current contract consists of the following:
TOR-1: To assist the HSD/WPRO/WHO in assessing the
impacts of health system strengthening (HSS)
and its coordination with disease-specific health
programmes.
Activity 1: To assess the impacts of HSS and its coordination
with disease-specific health programmes.
Activity 2: To assess the status of different health financing
schemes aiming at universal health coverage and their
impacts on service coverage and health expenditures.
Activity 3: To assess the status of primary health care.
TOR-2: To provide technical consultation on HSS.
Activity 1: To participate in missions related to the
synergy between disease-specific programmes and HSS.
Activity 2: To participate in missions related to health
human resources (HRH) on the basis of a
comprehensive HRH assessment tool (“House
Model”).
We are continuing research on the effectiveness of health
insurance on expenditure and care-seeking behavior.
We analyzed data collected in Vietnam and are writing
a report. We have contributed to technical discussions
in WHO meetings. We were invited to two WHO policy
roundtables in September. One was a Policy Roundtable on
strengthening health workforce regulations in Melbourne,
Australia. Another was a Policy Roundtable on peoplecentered integrated services in Singapore.
Since 2014, the WHO Western Pacific Regional Office has
organized a regional forum of WHO Collaborating Centres
every 2 years. We attended the 2nd forum in Manila with the
NCGM president.
We cooperated with the National Institute of Public Health
to organize the 4th WHO Hospital Quality and Patient Safety
Management Course for four Asian countries, Lao PDR,
Cambodia, Mongolia and Vietnam. Our team conducted a
role-play demonstration of a near-miss incident in a ward.
It successfully facilitated learning among participants of the
course.

IV

連携協力部 / Department of Global Network and Partnership

第 2 回 WHO 協力センターフォーラムで
スピーチする春日理事長
Dr Kasuga, President of NCGM reporting
in the 2nd Regional Forum of WHO
Collaborating Centres in the Western
Pacific

第 2 回 WHO 協力センターフォーラム
The 2nd Regional Forum of WHO
Collaborating Centres in the Western Pacific

病院の質と患者安全管理研修での
ロールプレイ
Roleplay in the Hospital Quality and
Patient Safety Management Course
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連携推進課 / Division of Global Networking
みんなの SDGs
Our SDGs

ミレニアム開発目標（MDGs）の期限である 2015 年を３

In August 2012, Beyond MDGs Japan, a website for

年後に控えた 2012 年 8 月、ポスト MDGs の開発課題設定に

advocacy on post-MDGs agenda collecting opinions

機関などにそれぞれの意見を提言する目的で、国際医療協

academia, etc., was launched. The Bureau of International

向け、NGO や大学、関係機関が参加型で意見を集約し政府

力局も協力して Beyond MDGs Japan というホームページが
立ち上げられました。Beyond MDGs Japan は、それまで交
わることのなかった様々な団体が交流を持ち、情報・意見

を交換する貴重な機会となりました。2016 年 5 月、日本に
おける「持続可能な開発目標（SDGs）」への興味や関心を高

めていくために情報発信等を継続することを目的に Beyond
MDGs Japan を引継ぎ、「みんなの SDGs」が立ち上げられま

した。国際医療協力局連携協力部連携推進課は２カ月に一度

開催されるみんなの SDGs 関係者会議の事務局を務め、今年
度はホームページ (http://mahanacorp.jp/test/sdgs/) を立ち
上げたほか、ケニアで行われた TICAD V のサイドイベント

や第 30 回日本国際保健医療学会学術集会におけるシンポジ
ウム「持続可能な開発目標（SGDs）を考える」の企画など
に参加しました。
参加団体

動く→動かす
国際開発学会

国際協力 NGO センター

国立国際医療研究センター
JICA

日本国際保健医療学会

環境パートナーシップ会議
障害分野 NGO 連絡会

from a wide variety of stakeholders such as NGOs and

Health Cooperatio of the NCGM participated as one of the
core members of Beyond MDGs Japan. Since it provided
important opportunities for a variety of bodies to come

together and exchange information and opinions, it has

been maintained and evolved into Our SDGs in May 2016

for the purpose of advocating Sustainable Development
Goals (SDGs) by sharing related information. The Division

of Global Networking, Department of Global Network

and Partnership assume the role of secretariat in regular
meetings of Our SDGs. We opened a new website for Our

SDGs (http://mahanacorp.jp/test/sdgs/) and participated in
planning events related to SDGs, such as a side event, TICAD

V in Kenya, and a Symposium, “Let us discuss SDGs from

health and environment perspectives” in the 30th Japan
Association for International Health Congress.
Members

Ugoku/Ugokasu (Global Call to Action Against Poverty Japan)
The Japan Society for International Development (JSID)

Japan NGO Center for International Cooperation (JNCIC)
National Center for Global Health and Medicine (NCGM)
Japan International Cooperation Agency (JICA)

Japan Association for International Health (JAIH)
Environmental Partnership Council (EPC)

Japan NGO Network on Disabilities (JNND)

新たに立ち上がった「みんなの SDGs」
のホームページ
The top page of the new Our SDGs
website
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連携推進課 / Division of Global Networking
仏語圏アフリカ保健人材ネットワーク
Human Resource Network of French-speaking Africa

仏語圏アフリカ保健人材ネットワークは、これまでに仏語

This network was established in 2010 in order to provide

圏アフリカで活動した経験のある方、現在活動されている方、

information sharing among Japanese who have worked, are

また仏語圏アフリカでの活動に興味のある方たちが日本での

working, or will work in any Francophone African nation.

連携を維持・強化しながら、様々な情報交換を行うことを目

Although Francophone Africa is geographically far from

的に、2010 年から活動を始めました。

Japan, information on further collaborative activities can be

現在メンバーは 100 名ほどで、医療関係者だけではなく、

updated with those countries.

JICA 関係者、コンサルタント、NGO 関係者、大学や大学院
の学生など 、様々な方が登録・参加されています。
今年度も、仏語圏アフリカで活躍されている方を講師とし
て招き、講演していただきました。

Currently, approx. 100 members are registered in
this network. Members include not only medical and
paramedical staff, but also a number of JICA staff, college
and post graduate school students, NGO officials and

講演者との質疑応答では仏語圏アフリカに関する保健医療

consultants.

の問題だけではなく、人々の日常生活の様子、文化や習慣、

This year’s invited lecturer and the topic is as follow.

歴史などを知る貴重な時間となっています。今後は講師を本

The contents of the lecture and discussion among

ネットワークの皆様からも広く募集するなど、更に有意義な

participants yielded a wide range of valuable information,

ネットワークの活用を図ってまいります。

not only related to health problems in Francophone Africa,
but also regarding the daily lives of people in Africa, their
culture and customs. We will invite lecturers more widely
from everyone in this network, and try to make further use
of the network in the years to come.

講演者一覧 / List of Presenters
開催日
2016 年
12 月 26 日
Dec. 26

講演者
薬剤師

神田紀子

Ms. Noriko Kanda,
Pharmacist

講演内容
氏

サブサハラ諸国における国境なき医師団の医療援助活動

Medical support activities of Médecins Sans Frontières in
Sub-Saharan Africa

参加者数
(人)
18
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展開支援課 / Division of Partnership Development
展開支援活動
Partnership Development Activities

2016 年度の主な目標とその成果は、以下の通りです。

The main objectives of the division in fiscal 2016 were as
follows;

1.

国際医療展開セミナーや相談窓口を通じて、新規事業を

1.

To develop two new projects through the global health

2 案件作ることであり、今年度はその目標は達成されま

and medical extension seminar and the consultation

した。

counter for enterprises and organizations

2.

国際展開推進事業の外部事業を管理することであり、19
の外部事業はすべて終了しました。

Japan’s Healthcare Technologies and Services for 19

3.

UHC 事業に関して、UHC に関連する情報を取りまとめて

projects selected from among the public

発信、勉強会を実施し、研修プログラムを確立すること

2.

3.

To manage the program of International Promotion of

To collect and update information concerning UHC,

でした。UHC に関する情報の取りまとめと勉強会は実施

to start study meetings for UHC, and to set up training

しましたが、研修プログラムの確立は来年度に持ち越し

programs for UHC

となりました。
The outcomes were as follows;
1.

New two projects were developed in 2016.

2.

19 projects were implemented without any delay in
2016.

3.

Information concerning UHC was updated and the
study meetings were started, but the training programs
were not finalized in 2016. These will be continued in
the next fiscal year.
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展開支援課 / Division of Partnership Development
仏語圏アフリカ保健人材管理ネットワーク「東京ビジョン 2010」
Réseau Vision Tokyo 2010（RVT2010）

NCGM は JICA とともに、2009 年度から仏語圏アフリカの
保健人材管理関係者を対象とした日本での研修を実施してい
ます。各国に帰国した研修員が主体となって 2012 年 1 月に
設立した保健人材のネットワーク組織が東京ビジョンネット
ワーク (Réseau Vision Tokyo2010, RVT) です。RVT では、隔
年の総会や研修・ワークショップの開催、参加国が抱える共
通の課題に対する調査研究などの活動を積極的に実施し、保
健人材にかかわる課題解決に向けた仏語圏アフリカ地域ネッ
トワークとしての役割が期待されています。2015 年からは
NCGM は JICA 広域プロジェクトとしても支援しています。
今年度は、年次会合と時期をあわせ、東京で第 6 回アフ
リカ開発会議（TICAD VI）記念シンポジウムを開催しました。
「UHC 達成に向けた保健人材課題へのアプローチ－世界の潮
流の中で地域ネットワークが果たす役割－」と題して、これ
までの活動及び成果を広く国内の国際保健関係者に共有し、
仏語圏アフリカ諸国が抱える保健人材に関する課題の解決に
向けたアプローチについて国内外の有識者を交え多角的な
視点から意見交換が行われました。参加者は日本人 110 名、
アフリカ人 43 名に上りました。閉幕時には「東京宣言」と
して UHC 実現の重要な柱となる保健人材の計画的な養成・
配置と、それを優先課題として取り組むことを各国に呼びか
け、各参加国が効果的・持続的な解決策を探求できるよう支
援し、リーダーシップを発揮することを宣誓しました。

Together with JICA, the NCGM has conducted training
in Japan on the better management of health personnel
in Francophone African countries since 2009. Tokyo Vision
Network (RVT) is a network for human resources for health
established in January 2012 by the trainees who returned to
their respective countries. RVT conducts the biennial general
meeting, training workshops on common challenges faced
by the member states, research and other activities related
to health human resources to resolve. From 2015 the NCGM
and JICA support RVT as a regional project to enhance its
activities.
This year, in collaboration with JICA and RVT, we
organized the 6th Symposium on African Development
(TICAD VI) Commemorative Symposium in Tokyo back
to back with the annual meeting of RVT. Under the title
of 'Approach to Human Resource Issues to achieve UHC The Role of Regional Networks amidst Global Trends', we
widely shared activities and outcomes achieved to date with
international health officials and widely exchanged views on
the approaches adopted by African countries to solve issues
related to health care personnel between experts from
abroad and Japan.
At the end of the symposium, the participants called upon
all member states to start planning the deployment and
training of the human resources as an important pillar of
UHC realization, to address this issue as a national priority,
and to support sustainable solutions with leadership, as part
of the 'Tokyo Declaration'.

2016 年 9 月に開催した RVT シンポジウム
RVT symposium held in September 2016
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展開支援課 / Division of Partnership Development
国際医療展開セミナー
Global Health and Medicine Extension Seminar

1.

2016 年 7 月「アフリカ諸国での日本の製品や医療技術の

1.

“Extension of Japanese products and medical

展開へ（アフリカ編パート 2）
」は、国際医療協力局のこ

technologies to African countries part II” was held in

れまでのアフリカに対する経験の発表と、アフリカに展

July 2016 at the NCGM in order to share the experiences

開している日本の企業からの発表をもとに、今後のアフ

of our members and Japanese companies making

リカ諸国に対してどのように日本の製品や医療技術を展

inroads into Africa as well as to discuss how to extend

開していくのかを参加者と協議しました。これは、同年 8

the Japanese products and medical technologies. This

月に第 6 回アフリカ開発会議（TICAD VI）がケニアで開

seminar was intended to work in with the TICAD VI held

催されることを受けて開催されました。詳細は冊子とし

in Nairobi, Kenya in August 2016. Details of the seminar

て、以下のサイトに掲載しました。

have been documented in a booklet which can be

http://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/tenkai/index.html

found on the following website: http://kyokuhp.ncgm.

2.

2016 年 7 月にバングラディッシュで起きたテロにより日
本人が犠牲になったことより、同年 10 月に「安全対策セ

go.jp/library/tenkai/index.html
2.

In October 2016, a “Safety measure seminar” was held

ミナー」を開催し、外務省邦人援護官による海外で活動

at the NCGM responding to terrorism, including the

する上で安全に関する講義を行いました。

seven Japanese victims in Bangladesh in July 2016.

展開支援課 / Division of Partnership Development
企業・団体との新規事業および相談窓口
Consultation Counter for Japanese Companies and Organizations

国際医療協力局は、これまでの経験を基に企業・団体から、
海外の保健医療事情に関する相談を受けており、2016 年度は

to African countries part II” was held in July 2016 at the

22 企業・団体からの相談を受けました。現在も国際医療協力

NCGM in order to share the experiences of our members and

局のホームページに企業相談の窓口を設けて対応しています。

Japanese companies making inroads into Africa as well as to

http://kyokuhp.ncgm.go.jp/activity/internal/consult/index.

discuss how to extend the Japanese products and medical

html

technologies. This seminar was intended to work in with the

2016 年度は、2 件の新規事業を実施しました。
1.

TICAD VI held in Nairobi, Kenya in August 2016. Details of

ワールド・ビジョン・ジャパンが実施するエチオピアに

the seminar have been documented in a booklet which can

おける母子保健事業（日本 NGO 連携無償資金協力事業）

be found on the following website: http://kyokuhp.ncgm.

に関する現場での技術的助言とベースライン調査に関す

go.jp/library/tenkai/index.html

る助言を行いました。
2.

In October 2016, a “Safety measure seminar” was held

株式会社エアロセンス社が実施するザンビア国小型無人

at the NCGM responding to terrorism, including the seven

航空機（ドローン）を用いた物流サービス普及促進事業

Japanese victims in Bangladesh in July 2016.

の現場における技術的助言を行いました。
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IV

連携協力部 / Department of Global Network and Partnership

展開支援課 / Division of Partnership Development
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ関連
Universal Health Coverage

ポスト MDGs の国際的開発課題として持続開発目標（SDGs）

Under the Sustainable Development Goals, achievement

が掲げられ、保健分野では包括的な指標の一つとしてユニバー

of universal health coverage (UHC) is a comprehensive

サル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成が置かれました。日

indicator in the health sector. World leaders declared their

本政府は、G7 伊勢・志摩サミットにおいて UHC を G7 の主要

commitment to promote UHC at the G7 Ise-Shima Summit.

テーマの一つとして取り上げ、首脳宣言にその促進に向けた

Given this global health policy, the bureau also made it

コミットメントが明記されました。このような背景を受け、国

one of its priority agendas and assigned the division of

際医療協力局でも UHC への貢献を重要課題の一つとして位置

partnership development to it.

づけ、今年度より展開推進課がその主担当となりました。

We collected information on UHC in Japan to share

今年度は、日本の経験を UHC を目指す他国に還元するため

Japan’s experience with other countries that are making

の情報の収集を行い、また、局員のこの分野のキャパシティ

efforts toward UHC. We started a series of study sessions on

向上のため、収集した情報を基に勉強会を 4 回開催しました。

UHC to further develop the abilities of bureau staff.

開発途上国への貢献としては、セネガルとケニアの高官を

We designed and carried out JICA UHC Courses for high-

対象にした JICA の国別 UHC 研修を企画・実施し、また、ザ

level officials of Senegal and Kenya to learn from Japan’s

ンビア、ラオス、ミャンマーの保健行政官や医療者などへの

experience of UHC and the social health protection system

講義や意見交換などを通じて日本の経験の共有を行いました。

in Japan. We also provided lectures and attended a policy

2016 年、これまで保健システム強化をグローバルレベル

dialogue session with health officials or providers from

で 推 進してきた International Health Partnership（IHP+）が、

Zambia, Laos and Myanmar.

UHC の 2030 年達成に向けた IHP for UHC2030 へ発展的に改

We became a member of the Working Group on Fragile

組されることになりました。日本政府はこの動きを支持してお

States and the Working Group on Sustainable Transition and

り、当局は厚生労働省の依頼を受け、IHP for UHC203 の下に

Health System Strengthening of IHP for UHC2030, which

作られた 2 つの作業部会（脆弱国を対象にしたものと、外部

evolved from the International Health Partnership (IHP+).

資金からの卒業を目指す国を対象にしたもの）のメンバーと

We also actively attended other UHC meetings organized

なり、これらの対象国での保健システム強化のアプローチな

by WHO, such as the 5th WHO UHC Partnership Technical

どの議論に参加しています。また、
第 5 回 WHO UHC パートナー

Meeting and WHO Western Pacific Region UHC Technical

シップ技術会合、WHO 西太平洋地域の UHC 技術諮問委員会

Advisory Group Meeting.

にも参加しました。

UHC コースに参加したケニア高官と春日理事長
High-level officials from Kenya attending
the UHC Course at the NCGM

川越市役所で国民健康保険管理を学ぶ
ケニア高官
High-level officials from Kenya learning about
national health insurance system
in Kawagoe City

日本の健康保険システムの講義を受ける
セネガル高官
High-level officials from Senegal receiving
a lecture on the Japanese health insurance
system at the NCGM
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展開支援課 / Division of Partnership Development
技術協力支援
Technical Assistance

JICA のザンビア国での「ユニバーサルヘルスカバレッジ達

Our division supported “The Project for Strengthening

成のための基礎的保健サービスマネジメント強化プロジェク

Basic Health Care Services Management for Universal Health

ります。このプロジェクト活動に対して、2 回の運営指導を行

our staff were dispatched to the project. In 2016, we have

ト」は、国際医療協力局より 2 名の長期専門家を派遣してお

いとカウンターパート研修の受け入れのための準備を行いま

した。

Coverage” run by the JICA in Zambia, as two members of

visited the area twice to supervise the project and make
preparations for counterpart training in Japan.

展開支援課 / Division of Partnership Development
災害対応支援
Disaster Relief

大災害発生時に、国際医療協力局は、NCGM に設置される

災害対策本部において情報班という役割を担います。情報班

は災害対策本部の中で、情報提供、情報共有、情報発信の役
割を持っています。2017 年 1 月には、NCGM 全体で災害訓練

が行われ、情報班として大災害の際の初動時の役割を明確に

したアクションカードを改訂しました。また、災害時に必要な
アイテムを含む箱を準備しました。

When large-scale disasters strike, our bureau plays the

role of an information unit in order to collect and share
information with the emergency response headquarters.
January 2017, a disaster exercise is held at the NCGM. Based
on the results of the exercise, the information unit has

revised its action cards, which describe initial responses to
a disaster. A box containing necessary items for an initial

response has been placed at the entrance of the copy
machine room.

展開支援課 / Division of Partnership Development
日本国際保健医療学会活動
Activities for the Japan Association of International Health（JAIH）

日本国際保健医療学会は 1986 年に創立され、現在、約
1200 名 の 会 員 を 有 す る 学 術 団 体（ 一 般 社 団 法 人 ） で す。
NCGM 国際医療協力局に事務局、雑誌編集委員会が置かれ
ており、局員の多くが会員となって学術活動を行う重要な場
のひとつとなっています。さらに、一部は学会役員（理事、
代議員）として学会運営も担っています。
2016 年 6 月に第 31 回日本国際保健医療学会東日本地方
会が和光市で、また、同年 12 月には第 31 回日本国際保健
医療学会学術大会が久留米で開催されました。多くの局員が
参加し、それぞれ 1 演題と 18 演題の発表を行いました。

The Japan Association of International Health (JAIH) is

an academic society on global health established in 1986

with approximately 1,200 members. Its administration office

and the editorial committee of “Journal of International

Health (published by JAIH)” are located in the Bureau
of International Health Cooperation, NCGM. Many staff

members of the Bureau are members of JAIH and play key

roles in the operation and management as members of the
board of directors.

In June and December 2016, the 31st Eastern Regional

Conference and the 31st Annual Academic Congress of JAIH
was held in Wako and Kurume, Japan with the participation

of many staff members who gave presentations on topics 1
and 18 in the field respectively.
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