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グローバルヘルス人材戦略センター
Human Resource Strategy Center for Global Health (HRC-GH)

グローバルヘルス人材戦略センター（HRC-GH）は、国際

The Human Resource Strategy Center for Global Health

機関における日本人のプレゼンスを高めるべく、9 月 21 日

(HRC-GH) was launched on September 21, 2017 as a special

に厚生労働省大臣官房国際課の委託事業として開設されまし

program commissioned by the Ministry of Health, Labour

た。国際医療協力局はタスクフォースを結成し、その立ち上

and Welfare (MHLW) aiming at increasing the presence

げを支援しました。

of Japanese nationals in international organizations. The

HRC-GH は、以下の業務を実施しています。
1.

国際的組織への志願者の登録情報の受付・管理（人材
のプール）

2.

登録者の技術支援、カウンセリング、アフターケア

3.

国際的組織からの求人情報等の情報収集、人材受け入

Bureau of International Health Cooperation set up a task
force and supported its launch.
It provides the following services:
1.

concerning potential applicants for international

れの働きかけ
4.

厚労省・関係省庁・大学・研究機関等と連携した人材

organizations (pooling of human resources);
2.

就職が決まるまでの間の働き場所の提供（「止まり木」

3.

機能の提供）

Gathering in advance HR information from
international organizations and working with such

今後、我が国の国際保健政策人材を戦略的に養成し、その
人材を国際的組織に送出し、かつ、国内組織へも受入れる双方

Providing technical support, counseling, and
follow-up services for registered personnel;

育成戦略の企画立案
5.

Receiving and managing registration information

organizations to promote recruitment from Japan;
4.

Planning human resource strategies in collaboration

の支援を実施するための司令塔機能を担うことが期待されてお

with the MHLW, relevant agencies, universities and,

り、具体的には、国際的組織で活躍する邦人の国際保健政策

research institutes, etc.; and

人材を 2020 年までに 50% 増加させることを目標としています。

5.

Cultivating positions in Japan where people can

今年度は 12 月 10 日に開設記念ワークショップとして
「GO

develop careers before securing international

UN/Global ワークショップ」が、さらに 3 月 4 日と 10 日に

employment (provision of “perches” for job seekers).

世界保健機関（WHO）ガイドライン開発への参画を目指し

By strengthening strategic human resource development of

た「キャリア・ディベロップメント ワークショップ」が開

Japanese nationals in Japan and overseas, establishing a human

催されました。

resource pool using the “revolving door or brain circulation”
scheme, and facilitating information sharing, the Center aims to
achieve a 50% increase in Japanese human resources involved
for Japanese in global health policy by 2020.
“GO UN/Global Workshop” commemorating the opening
of the Center was held on December 10, 2017 and “Career
Development Workshop for nomination of the development
WHO guidelines” was also held on March 4 and 10, 2018.
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日本国際保健医療学会活動
Activities for the Japan Association of International Health（JAIH）

2017 年度は、日本国際保健医療学会、日本熱帯医学会、

It was held in Tokyo University from November 24th to

日本渡航医学会の 3 学会による「グローバルヘルス合同大会

26th as "Global Health Joint Conference 2017" by 3 Japanese

2017」が 11 月 24 日～ 26 日に東京大学において開催されま

academic societies of the Japan Association for International

した。グローバルヘルス合同大会 2017 のテーマは「思いは

Health, the Japanese Society of Tropical Medicine, and the

一つ：健康格差の改善」で、1,553 名の参加があり、学会を

Japanese Society Travel and Health. The Joint Conference

通じたより広い連携が可能となりました。国際医療協力局か

enabled wider cooperation with the theme of “One Wish,

らは 13 題の演題発表を行いました。

Narrow the Health Gap” and a total of 1,553 members of the

日本国際保健医療学会には、引き続き、国際医療協力局か
ら役員（監事、理事、代議員）として多くの職員が関わり、
運営管理に関与しています。

three academic societies attended. The Bureau of International
Health Cooperation made presentations on 13 topics.
The Bureau of International Health Cooperation is involved
in its administration and management providing much
assistance through officers (auditors, directors, delegates).
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