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連携推進活動
Global	Networking	Activities

　2019 年度は以下の活動を行いました。

1. 国際医療協力局の「長期戦略策定タスクフォース」の
事務局を担いました。

2. 「SDGs －グローバルヘルス連携」として以下を行いま
した。
1） 「誰一人取り残さない」に関する情報収集と関係づ

くり
2） 「みんなの SDGs」運営委員会事務局としてシンポ

ジウムの企画・運営に貢献
3） 長崎大学 NCGM サテライトキャンパスとの協力活動

3. 「医療機器のアクセス＆デリバリー」として WHO 事前
認証等に関する国際展開セミナーを開催しました。

4. WHO 協力センター（WCC）：国内の WCC 連携会議を開
催し、WHO 西太平洋地域事務局との連携・協力窓口と
して調整を行いました。

5. ジャパンプラットフォームの案件審査及び現地モニタ
リングを行いました。

6. LAF 会（旧・フランス語圏アフリカ保健人材国内ネッ
トワーク）の活動支援を行いました。

7. JICA 技術協力事業（セネガル、コンゴ民主共和国）、仏
語圏アフリカ保健省人材局ネットワークの管理・支援
を行いました。

8. 海外拠点：主にベトナム、ラオス、カンボジアの海外
拠点管理を行いました。

Activities conducted include the following;

1. Long-term strategy of the Bureau of International 
Health Cooperation (BIHC): Served as taskforce 
secretariat and organized a series of discussion sessions 
and workshops. 

2. SDGs – Global Health Networking
1) Leave No One Behind: Assessment and networking 

on vulnerable populations
2) Our SDGs: Served as secretariat in organizing 

symposia
3) Collaboration with Nagasaki University: Served as 

a focal point for collaboration between Nagasaki 
University’s Satellite Campus at the NCGM and the 
BIHC of the NCGM

3. Access and delivery of medical products: Organized an 
international seminar on WHO prequalification

4. WHO Collaborating Center ( WCC):  Organized a 
networking meeting of WCCs in Japan, and served as a 
focal point for communicating with the WHO Western 
Pacific Regional Office

5. Providing technical input for the proposal, appraisal 
and monitoring of the Japan Platform for emergency 
humanitarian aid

6. Domestic network for human resources for health in 
Francophone Africa: Served as secretariat for organizing 
regular meetings

7. JICA related activities: Took charge of supporting 
and managing initiatives in Senegal, the Democratic 
Republic of the Congo and Network of Human Resource 
Bureaus in Francophone Africa  

8. Overseas Platform Office: Supported management and 
administration in Viet Nam, Lao PDR and Cambodia
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SDGs−	グローバルヘルス連携
SDGs	-	Global	Health	Networking

1.　「誰一人取り残さない」
　ベトナムのホームレスやカンボジアの LGBT、日本国内の
外国人の健康と労働に関する課題とその対応について情報収
集、情報発信、関係づくりを行いました。

2.　「みんなの SDGs」運営委員会事務局
　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、2016 年に「みんなの SDGs」が立
ち上げられました。参加団体は、SDGs 市民社会ネットワー
ク、DPI 日本会議、国際開発学会、国際協力 NGO センター、
JICA、障害分野 NGO 連絡会、日本国際保健医療学会、環境パー
トナーシップ会議、国立国際医療研究センターとなっていま
す。国際医療協力局は「みんなの SDGs」運営委員会の事務
局を務めています。今年度は、次世代 ･ 女性エンパワーメ
ント、科学技術イノベーションと Society 5.0、日本の SDGs
アクションプラン及び SDGs 実施指針改定案のレビュー等を
テーマとするシンポジウムをシリーズで実施しました。

3.　長崎大学連携大学院との協力
　2011 年 10 月に国立国際医療研究センター（NCGM）と長
崎大学間で締結された協定文書に基づいて、NCGM 国際医
療協力局と、長崎大学との連携が始まりました。2017 年 5
月からは、長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究
科（Tropical Medicine and Global Health: TMGH）が “NCGM
サテライト ” と呼ばれる社会人大学院を NCGM 内の情報セ
ンター 2 階に開設し、同研究科の修士課程が同年 10 月に開
校し、国際医療協力局からも職員が社会人大学院生として入
学しています。2019 年度は、NCGM サテライトに開設され
た SDGs 研究センターが主催する「もっとよくわかる SDGs
講座シリーズ」計 7 回のセッション開催に協力しました。

1.　Leave	No	One	Behind
A s s e s s m e n t  a n d  n e t w o r k i n g  w e r e  c o n d u c t e d  o n 
homelessness in Vietnam, LGBT in Cambodia, and health 
and labor issues of foreign workers in Japan.

2.　	Our	SDGs
Our SDGs were established in May 2016 for the purpose 
of advocating Sustainable Development Goals (SDGs) by 
sharing related information. It is managed by members 
from Japan Civil Society Network on SDGs, Japan National 
Assembly of Disabled Peoples’ International, the Japan 
Society for International Development ( JSID), Japan 
NGO Center for International Cooperation (JNCIC), Japan 
International Cooperation Agency (JICA), Japan NGO 
Network on Disabilities (JNND), Japan Association for 
International Health (JAIH), Environmental Partnership 
Council (EPC) and the National Center for Global Health and 
Medicine (NCGM). The Bureau of International Cooperation 
of the NCGM has been serving as a secretariat in regular 
meetings of Our SDGs. In fiscal 2019, a series of symposium 
were organized on gender and youth, science and 
technology innovation and Society 5.0, and Japan’s SDGs 
Action Plan, etc.

3.　Cooperation	with	Joint	Graduate	School	Program	with	
Nagasaki	University
Based on the agreement  concluded between the 
National Center for Global Health Research (NCGM) and 
Nagasaki University in October 2011, the NCGM's Bureau 
of International Health Cooperation (BIHC) and Nagasaki 
University have commenced collaborative activities. 
Nagasaki University School of Tropical Medicine and Global 
Health (TMGH) opened a “NCGM Satellite” on the 2nd floor 
of the information center at the NCGM in May 2017, and 
the master's program for adult students started in October 
2017, with a number of staff from the BIHC also enrolling as 
graduate students. In fiscal 2019, we provided support in 
holding the “Further Understanding SDGs Series” sponsored 
by the TMGH SDGs Research Center established at the 
NCGM Satellite, which was held seven times in total. 
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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。契約は 4 年間で、更
新を希望する場合は審査を受けます。2017 年 7 月に 2 度目
の更新が承認され、新しい契約事項（TOR）のもとに活動を
開始しています（2017 年 7 月～ 2021 年 7 月）。現在の契約
は以下の内容から成っています。

TOR	1：加盟国における人中心の統合的保健医療提供の実践
に対する	WHO 活動の支援　

活動	1：病院の質と患者安全に関して、西太平洋地域の
選択国の病院スタッフに対する能力開発への技術支援
活動	2：高齢者に対する地域包括ケアサービスに向けた
政策実施に関するエビデンスのアジア諸国への共有

TOR	2：人中心のケアのための保健人材法制度および看護教
育の強化に関するエビデンスの創出

活動	3：カンボジア、ラオス、ベトナムでの保健人材法
制度枠組みの構築プロセスに関する、記述的比較研究
活動	4：カンボジアとラオスでの保健人材法制度整備の
実施プロセス、特に看護専門職のリーダーシップ開発に
関する記述的研究
活動	5：ベトナムの看護教育における教員および臨床指
導者の能力開発に関する現行の介入の評価

　TOR	1 関連では、日本、中国、韓国、インドネシア、フィ
リピン、タイにおける高齢社会に対応した保健・医療・福祉
サービスの提供体制の変革に関する政策比較研究の結果を論
文にまとめ、活動２の成果物として提出しました。毎年行っ
ている WPRO 主催の病院の質と患者安全に関する研修は、
COVID-19 の影響で次年度に延期となりました。TOR 2 関連
では、2018 年度までの研究成果を国際看護師協会世界大会
シンポジウム 2019、第 34 回日本国際保健医療学会で開催
されたシンポジウムで発表するとともに、国際医療協力局の
テクニカル・レポート Vol. 13 として刊行しました。その他、
学術論文（英文）も発表・投稿中です。
　また、日本の WCC 間での連携協力促進の一助となるよう、
国内の WCC を取りまとめ、2019 年 9 月に第 3 回 WCC 連携
会議を実施し、国内 30 の WCC から 49 名が参加しました。
会議には葛西 健 WHO西太平洋地域事務局長も参加しました。

The NCGM has been designated a WHO Collaborating 
Centre (WCC) since 1985. From 2009, activities have been 
conducted in accordance with an agreement between the 
Bureau of International Health Cooperation of the NCGM 
and the Department of Health System Development (HSD), 
at the WHO Western Pacific Regional Office (WPRO). The 
WHO and the NCGM agreed to renew this agreement in 
2017 for a further four years under the following TORs and 
activities.

TOR-1:	 To	assist	 the	WHO	 in	 supporting	 countries	 to	
establish	integrated,	people-centered	health	care	services.

Activity	1:	To provide technical assistance to develop the 
capacity of hospital staff in the selected countries in the 
western pacific region to manage hospital quality and 
patient safety. 
Activity	2:	To share evidence on policy implementation 
for comprehensive, community-based care services for the 
elderly with countries in Asia.

TOR-2:	 To	 generate	 evidence	 to	 strengthen	health	
workforce	regulatory	systems	and	nursing	education	for	
people-centered	care.	

Activity	3: To conduct descriptive and comparative studies 
collaboratively under the WHO’s leadership on the process 
to develop a regulatory framework for health care workers in 
countries including Cambodia, Lao PDR and Vietnam. 
Activity	4:	To conduct descriptive studies collaboratively 
under the WHO’s leadership on the process to implement 
a regulatory framework for health care workers, focusing 
on leadership development for nursing professions in 
Cambodia and Lao PDR.
Activity	5:	  To assess collaboratively under the WHO’s 
leadership on-going interventions in relation to the 
development of school teachers and clinical instructors in 
nursing education in Vietnam.

Under TOR1 ,  a report on the research findings from 
comparative policy studies on health, medical care and 
welfare services responding to the issue of the aging society 
in Japan, China, Korea, Indonesia, Philippines and Thailand 
was submitted to the WHO. The WPRO annual training 
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course for hospital quality and patient safety was canceled 
due to COVID-19.

For TOR	2, the results of research up to 2018 were 
presented in the symposium during the International 
Council of Nurses Congress 2019 and the 34th Congress 
of the Japan Association for International Health and were 
published as part of the Technical Report Vol. 13 from the 
Bureau of International Health Cooperation of the NCGM. 
Other papers and reports related to TOR2 are currently 
under preparation.

To encourage and strengthen mutual collaboration 
among WCCs in Japan, we organized the 3rd WCC 
collaborative meeting. 49 experts from 30 WCCs participated 
in the meeting as well as Dr Takeshi Kasai, WHO Regional 
Director for the Western Pacific. 
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2020 年 2 月 12 日（水）と 13 日（木）の 2 日間にわたり、
国立国際医療研究センターにて日本国内のワクチンと薬剤関
連企業や団体、医療機器を製造・販売する日本企業を対象に、
国際医療展開セミナー「薬とワクチンの WHO 事前認証―低
中所得国での医療製品展開の課題とコツを含めて―」を厚生
労働省令和元年度「WHO 事前認証取得及び推奨取得並びに
途上国向けＷＨＯ推奨機器要覧掲載推進事業」の一事業とし
て実施しました。

セミナーでは、世界保健機関（WHO）本部の事前認証チー
ム職員 7 名のほか、診断機器関連企業の低中所得国市場にお
ける成功要因についての講演講師として米国人専門家 1 名、 
WHO の事前認証取得に関する経験と今後の課題について日本
企業・NGO より 3 名が登壇者として講演を行いました。

また、この機会を利用し、訪日した WHO 職員を厚生労働
省や独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）とつなぎ、
日本の関係行政機関と WHO が相互理解を深める役割を担い
ました。

国際医療展開セミナー
Global	Health	and	Medicine	Extension	Seminar

A seminar, “WHO Prequalification on Medicines and 
Vaccines-Including lessons learned from deploying medical 
products in LMICs-” was held by the Bureau of International 
Health Cooperation of the NCGM on February 12-13, 2020, 
primarily for Japanese manufacturers of medical devices, 
vaccines and medication. 

This seminar was one of the projects designed to promote 
acquisition of the WHO pre-qualification for medical 
devices and listing product information on the WHO’s list of 
recommended health and medical related equipment for 
developing countries by the Ministry of Health, Labour and 
Welfare of Japan (MHLW) in FY 2019.

For the seminar, seven personnel from the WHO pre-
qualification team were invited as speakers in addition to 
an American consultant who delivered lectures on critical 
success factors for diagnostics companies competing in 
low- and middle-income markets. We also invited three 
Japanese speakers from Japanese corporations and NGOs 
to share their experience and challenges in obtaining WHO 
prequalification.

We took this opportunity to further bridge the gap 
between the WHO and regulatory authorities in Japan, such 
as the MHLW and Pharmaceuticals and Medical Devices 
Agency (PMDA) in order to enhance mutual understanding 
among them.

　ジャパンプラットフォーム (JPF) は日本の NGO による迅
速で効果的な緊急人道支援活動への支援を目的に設立された
中間支援団体です。JPF は政府、企業や団体および個人から
資金を調達し、加盟 NGO の支援事業を助成しています。ま
た各 NGO の支援事業のモニタリングや NGO の能力強化に
資する活動を行なっています。2019 年、JPF は助成する保健・
医療分野の事業に関して、専門的な見地から検証・分析する
ために、国際保健のスペシャリストである NCGM へ協力を
依頼しました。NCGM はその依頼に基づき、保健医療の案
件申請に対する助成審査に協力しました。

ジャパンプラットフォーム
Japan	Platform

Japan Platform (JPF) is a framework for coordination 
and cooperation in order to deliver effective emergency 
humanitarian assistance, collaborating with NGOs, the 
Japanese government, civil society, and the private sector 
in Japan. JPF provides financial support to their member 
Japanese NGOs to provide aid in the event of a humanitarian 
crisis and monitors the progress of those programs. JPF 
raises funds by individual and corporate donations and 
Official Development Assistance funding provided by the 
Ministry of Foreign Affairs. The NCGM has provided technical 
recommendations in regard to proposals of the member 
NGOs since 2019. 
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　連携推進課では、コンゴ民主共和国とセネガルに、2019
年度は、計 4 名の長期専門家を派遣しました。うち 2 名は、
両国保健省の大臣・次官に対する技術顧問です。両国の保健
課題改善のため、保健省官房や局長に向け、技術面から幅広
いアドバイスを行いました。残り 2 名は、コンゴ民主共和
国での「保健人材開発支援プロジェクト」のプロジェクトリー
ダーと、セネガルでの「母子保健サービス改善プロジェクト」
の保健医療行政専門家です。同じ組織から、保健省官房顧問
とプロジェクト専門家の両方を出し、東京と現地で緊密にコ
ミュニケーションをとることで、より効果的な支援を行って
います。
　また連携推進課は、国際医療協力局と非常に強いつながり
を持つ「仏語圏アフリカ保健省人材局ネットワーク」の窓口
にもなっています。このネットワークは、フランス語圏アフ
リカ 13 カ国 1 を加盟国とし、質の高い保健医療人材の養成・
採用・定着を通じた加盟国全体の保健指標の改善と目的とす
る国際組織です。保健省人材局長が各加盟国の代表をつとめ
ています。2010 年に、国際医療協力局での研修に参加した
各国の人材局長により、設立されました。国際医療協力局は、
設立当初から現在まで、ネットワークに技術的なアドバイス
を続けています。このネットワークの取り組みの一つが、臨
床看護師の能力を向上させることです。国際医療協力局と
ネットワークは、フランス語圏アフリカ初の看護師のコンピ
テンシー評価を実施することで、看護師による医療サービス
向上につなげるべく、2019 年度に、共同研究を開始しました。

技術協力支援（アフリカ案件）
Technical	Collaboration	Assistance

Our division sent a total of four long-term experts to the 
Democratic Republic of the Congo and Senegal in fiscal 
2019. Two of them are policy advisors to the minister or 
undersecretary in the Ministry of Health in each country 
who provided a wide range of technical advice to the high-
level policy makers in the Ministry of Health. The other 
two were the project leader to tasked with developing a 
health workforce in the Democratic Republic of the Congo, 
and a health administration specialist assigned to improve 
maternal health care in Senegal. Using the advantage of 
sending our colleagues to both the cabinet level in the 
Ministry of Health and the project level, we have provided 
comprehensive and effective support to improve the health 
status in the two countries. 

Our division is also a point of contact for the Network 
of Managers in Human Resources in Health. This Network 
is an international organization with 13 member countries 
in French-speaking Africa1 whose goal is to improve health 
indicators across the member countries through the 
training, recruitment and retention of a high-quality health 
workforce. It was established in 2010 by managers of the 
Human Resources Department of the Ministry of Health 
from nine countries, who had participated in the training in 
the Bureau of International Health Cooperation. Since then, 
we have been providing technical advice to the network. 
As one of the priority subjects for the network is improving 
the capacity of clinical nurses, we and the Network have 
launched a joint study in fiscal 2019 to conduct the first 
competency assessment of nurses in Francophone Africa 
with the aim of improving healthcare services provided by 
the nurses.

1. セネガル、コンゴ民主共和国、モーリタニア、マリ、ニジェール、ブルキ
ナファソ、ギニア、コートジボワール、トーゴ、ベニン、中央アフリカ共
和国、ガボン、ブルンジ

1. Senegal, Democratic Republic of the Congo, Mauritania, Mali, Niger, 
Burkina Faso, Guinea, Cote d'Ivoire, Togo, Benin, Central African Republic, 
Gabon, Burundi
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正 式 名 称 は、L’amicale （ 親 睦 会 ）de la Sante（ 保 健 ） en 
Afrique Francophone（フランス語圏アフリカ）で、日本語で
は LAF 会（ラフ会）と呼称しています。保健医療分野に知見
を持ち、フランス語圏アフリカで活躍できる日本人の確保と育
成のため、国際医療協力局が 2010 年に立ち上げたネットワー
クです。フランス語圏アフリカで活動した経験がある・現在
活動している・これから活動を考えている・興味を持ってい
る人々の、日本での連携を維持・強化してきました。2019 年
度は、定例会を３回開催しました。1 回目は、マダガスカルや
セネガルなどで長らくトイレ衛生改善に関わった専門家によ
る、サブサハラアフリカのトイレ普及の現状と課題。2 回目は、
パリパスツール研究所所属の研究者による、アフリカにおけ
る B 型肝炎について。3 回目は、コンゴ民主共和国の JICA 事
務所長による、同国での支援活動の現状と課題についてでし
た。フランス語圏アフリカの保健やそれを取り巻く様々な要因
について議論しながら日本人の能力向上をはかる、国内では
数少ない貴重な機会として、今後も開催を続けます。

LAF 会
L’amicale	de	la	Sante	en	Afrique	Francophone/	The	Association	of	Health	in	French-speaking	
Africa

“L'amicale de la Sante en Afrique Francophone” (the 
Association of Health in French-speaking Africa) is called 
the “LAF meeting” in Japanese. It is a network set up in 
2010 by the Bureau of International Health Cooperation to 
identify Japanese individuals who have knowledge of global 
health and can play an active role in Francophone Africa. 
The meeting provides a good opportunity to exchange 
information and learn from each other for those who have 
worked, are working, or will work in the future, to improve 
the health status in French-speaking Africa. In fiscal 2019, we 
organized three meetings. In the first session, a sanitation 
specialist with extensive experience in Madagascar, Senegal 
and other Francophone African countries shared his 
experiences and current challenges to improve sanitation 
in sub-Saharan Africa. In the second session, a virologist 
from the Pasteur Institute in Paris talked about hepatitis B in 
Africa. In the third session, the director of the JICA office in 
the Democratic Republic of the Congo talked about his work 
in the country. We will continue to organize these events 
as a valuable opportunity for us in Japan to discuss health 
issues in Francophone Africa. 
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海外拠点
Overseas	Collaboration	Centers

　NCGM は海外における研究や研修事業を円滑に効果的に
行う目的で、現地の行政組織や研究機関と連携協定を結び、
センターの海外拠点と位置づけています。今年度は、新たに
国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）と協力協定を
結びました。
　
　国際医療協力局が管理するベトナム、ラオス、カンボジア
各拠点での主な活動は以下のとおりです。

1.　ベトナム
1） 研究（AMR、HIV/AIDS、多剤耐性結核、糖尿病、他）
2） 国際展開推進事業（バックマイ病院外科系強化、小

児がん、薬剤適正利用）
3） 医療機材視察ツアー、日本人人材養成研修、国際共

同治験準備
2.　ラオス

1） レジデント・フェロー研修
2） 国際展開推進事業

• ラオス国における放射線・検査部門の技術支援
事業

• 新規事業準備調査
3） 研究

• ラオス国保健研究フォーラム支援
3.　カンボジア

1） レジデント・フェロー研修
2） 国際展開推進事業

• 子宮頸癌検診のための病理人材育成と体制整
備事

• カンボジア地方都市における救急医療体制強
化事業

3） 研究
• メコン川流域農村部における子どもの慢性低

栄養の複合要因を明らかにするためのコホー
ト研究

• ASEAN 域内相互承認がベトナム・ミャンマー・
カンボジア・ラオスの看護人材政策に与えた
影響に関する研究

With the aim of implementing efficient and effective research 
and training projects abroad, the NCGM has established 
overseas collaboration centers (OCCs) in accordance with a 
memorandum of understanding in relation to collaboration 
with health organizations or institutes. The NCGM entered 
into new partnerships with the United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA).

The Bureau of International Health Cooperation particularly 
focused on Viet Nam, Lao PDR, and Cambodia OCCs and 
worked with them in the following areas;

 
1.　Viet	Nam

1) R esear ch  （ AMR ,  HIV / AIDS ,  Drug R es is t ant 
Tuberculosis DM, etc.）

2) Projects for Global Growth of Medical Technologies, 
Systems and Services
• Projects in Bach Mai Hospital, (improving the 

management capabilities of medical staff for 
quality and safety in healthcare, surgical teams 
approach to health and medicine and improving 
the medical treatment of childhood cancer) 

3) Supporting business plans for medical equipment 
development overseas based on local needs, 
training courses for Japanese human resources and 
joint international clinical trials

2.　Lao	PDR
1) Training for resident doctors/fellow doctors
2) Projects for Global Growth of Medical Technologies, 

Systems and Services
• Technical support for department of radiology 

and clinical laboratory in Lao PDR
• FS and preparation for new projects

3) Research 
• Joint research for the Lao National Health 

Research Forum
3.　Cambodia

1) Training for resident doctors/fellow doctors
2) Projects for Global Growth of Medical Technologies, 

Systems and Services
• Pathological capacity and system improvement 

for cervical cancer in Cambodia
• Strengthening the Emergency Medical System in 

provincial cities of Cambodia
3) Research

• NHAM (Nutrition for Health of Akachan and 
Mothers) 2: follow-up survey on factors that 
influence chronic malnutrition among children 
up until two years of age in rural Cambodia

• S t u d y  o n  t h e  i m p a c t  o f  A S E A N  M u t u a l 
Recognition Arrangements on policies of nursing 
professionals in Viet Nam, Myanmar, Cambodia 
and Lao PDR
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展開支援課 / Division of Partnership Development

目的
　民間企業・団体等も含む連携を通じて、保健医療分野にお
ける局事業の新たな国際展開を促す。
1. 医療技術等国際展開推進事業のモニター評価を通じて、

事業評価方法を確立させる。
2. 国際医療展開セミナーや相談窓口を通じて、企業との連

携による新規事業を作る。 
3. 展開支援課の事業を通じて、関連する雑誌、学会等で発

表を行う。 

活動
1. 国際展開推進事業事務局として事業運営管理、モニター

を通じた事業評価方法の検討（関連ページ参照）
2. 企業との連携

展開支援活動
Partnership	Development	Activities

Objective
To promote a new private-public partnership in the global 
health field.  The main objectives of the division in fiscal 
2019 were as follows:  
1. To strengthen monitoring and evaluation mechanisms 

in the routine management system of the Projects for 
Global Growth of Medical Technologies, Systems and 
Services

2. To develop at least one private-public partnership 
through the global medical extension seminar and the 
consultation counter for enterprises and organizations

3. To publish or report our results in academic journals or 
conferences 

Activities
1. Supporting the “Projects for global growth of medical 

technologies, systems and services through human 
resource development”, in particular the public 
offering business segment.  

2. Private-public partnership for development of new 
businesses

3. Medical-Engineering cooperation

国名
（企業名）

活動内容・
局の関わり 財源

インドネシア
（ニプロ）

結核診断キット
（Genoscholar）の

普及にむけた現地調査
に参加

JICA 民間技術普及
促進事業

（2017 年 11 月～
2019 年 10 月）

セネガル
（ステラ環境）

小型焼却炉廃棄物処理
( 国内協議と現地情報
提供のみ）

JICA 中小企業海外
展開支援事業
基礎調査

ザンビア
（ANA ホール

ディングス）

ドローン運航事業化の
実証調査に向けた助
言。2020 年度現地調
査実施予定

JICA 中小企業
ビジネス支援事業

（2020 年度～ 1 年半）

ベトナム
（タケショー）

東京都医工連携クラス
ター研究会、ベトナム展
開推進事業から発展し
た。NCGM センター病
院リハビリ科、栄養管理
室との共同。2020 年度
はベトナム国内生産さ
れるとろみ剤の市場調
査への助言を行う予定

JICA 中小企業海外
展開支援事業 
基礎調査

（2020 年度～ 1 年）

Country
(Enterprise) Activities Funding	

Indonesia
(Nipro
Corporation)

Participated in field 
research to promote 
TB diagnostic kit 
(Genoscholar）

JICA Public 
Private 
Partnership 
program
 （Nov. 2017 - 
Oct. 2019）

Senegal 
（Stella

Environment 
Corporation）

Provided advise on 
introducing Small 
Medical Waste Incinerator 
(meeting in Japan only）

JICA Public 
Private 
Partnership 
program

Zambia
（ANA

 Holdings）

Advised on the feasibility 
study on a flight 
management system 
using drones. Plan to 
conduct a study in 
fiscal 2020

JICA Public 
Private 
Partnership 
program
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3. 医工連携　関連ページをご参照ください。
4. JICA 技術協力プロジェクト支援（ザンビア）（関連ページ

参照）

実績

4. Support to JICA project (Zambia)

Outcomes

Country
(Enterprise) Activities Funding	

Viet Nam
（Takesho

Food &
Ingredients 
Inc.）

• Launched from a 
medical-engineering 
cooperation HUB 
mechanism by the 
Tokyo Metoropolitan 
Government

• Collaborated with the 
units of Rehabilitation 
and Nutrition at the 
NCGM

• Provided advice on 
market study on 
thickener produced in 
Viet Nam in fiscal 2020

JICA Public 
Private 

Partnership 
program

Indicators Target Real	data

Projects for global growth
of medical technologies, 
systems and services

• Number of training 
course in Japan

• Number of trainees in 
Japan

• Number of experts 
dispatched abroad

• Seminars (more than 20 
participants, Japan and 
abroad）

20

150

150

5 times

25

254

464

86 times

Number of consultations 
by enterprises 20 per year 41

Number of private-public
partnership projects 
(private enterprises,
 universities, etc.)

More than 1 
per year 2

指標 目標値 実測値

国際展開推進事業
• 国内での研修コース数
• 国内研修生受け入れ数
• 国外への専門家派遣数
• 国内外セミナー

       （20 人以上）

20 コース
150 人
150 人

5 回

25 コース
254 人
464 人
86 回

企業相談数（年間） 年間 20 件 41 件

民間企業、大学などとの
連携を通じた新規事業数 年間 1 件以上 2 件



50 国立国際医療研究センター 国際医療協力局｜ 2019 年度年報

　展開支援課は、企業・団体から寄せられる日本の医療機器
や医療技術の海外展開に関する様々な相談を受けています。 
2019 年度は、企業・団体から延べ 41 の相談を受けました。　
内訳は下記の表のとおりですが、製造・販売業からの相談が
半数以上を占めており、その中でも医療機器関係が多くを占
めました。現在も国際医療協力局のホームページに企業相談
の窓口を設けて対応をしています。
http://kyokuhp.ncgm.go.jp/activity/internal/consult/index.html

企業との連携
Private-Public	Partnership

The Division of Partnership Development has received 
consultations on international business promotion for 
Japanese medical devices and technologies from private 
enterprises. In total, 41 consultations were held in fiscal 
2019. Among them, more than half are manufacturers and 
sellers, mostly dealing with medical devices. Currently, the 
consultation counter can be accessed from the following 
website: 
http://kyokuhp.ncgm.go.jp/activity/internal/consult/index.html.

ザンビア国での「JICA ユニバーサルヘルスカバレッジ達
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
ト」において、2019 年度は、国際医療協力局より 1 名の長
期専門家を派遣しました。このプロジェクト活動に対して国
際医療協力局では、JICA と共に定例カンファレンスを行い、
短期専門家 1 名を派遣、カウンターパート研修の日本での
受け入れを実施しました。

技術協力支援
Technical	Collaboration	Assistance

Our division supported “The Project for Strengthening 
Basic Health Care Services Management for Universal 
Health Coverage” run by JICA in Zambia, and one of our 
staff members was dispatched as a long-term expert to the 
project in fiscal 2019. Our division also supported the project 
through participating in the regular meetings with JICA and 
the project, dispatching a short-term expert, and carrying 
out a counterpart training course in Japan.

展開支援課 / Division of Partnership Development

その他
2 件（5%）

運輸
1 件（2%）官公庁

1 件（2%）
教育学習支援

1 件（2%）
通信

1 件（2%）

保険会社
1 件（2%） 商社

2 件（5%）

大学
2 件（5%）

コンサルタント・
シンクタンク
8 件（20%）

製造・販売業
22 件（54%）
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