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連携推進課 / Division of Global Networking
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。現在、11 カ国、
17 の海外拠点があります。
海外拠点は NCGM のグローバル医療戦略でも重要なアプ
ローチとして位置づけられており、今年度は海外拠点の有効
な活用を促進するために「海外拠点及び海外拠点事務所、そ
の管理指針と管理体制」を作成し、グローバル医療戦略会
議にて承認されました。指針では、海外拠点のうち、NCGM
の予算で運営し、NCGM の複数の部署が利用している拠点、
または複数の事業が実施されている拠点を第 I 種拠点と定義
しました。現在、ベトナムバックマイ病院、ラオス熱帯公衆
衛生院（旧ラオス公衆衛生院）
、カンボジア国立母子保健セ
ンターがこれに該当し、それぞれの拠点の「運営管理体制と
活用指針」を作成しました。
3 つの第 I 種拠点とネパールトリブバン大学（第 II 種拠点）
では、活動年報を作成し、関係者に活動報告を行いました。
また、NCGM の多くの部署が活用しているバックマイ病院
における海外拠点は、NCGM 職員を対象にした報告会も行
いました。バックマイ病院拠点では 10 の共同研究活動が行
われ、7 つの論文が発表されました。ラオス熱帯公衆衛生院
（旧国立公衆衛生院）拠点では、ラオス保健研究フォーラム
の共同開催、UHC に関する共同研究予備的調査のほか、医
療技術等国際展開推進事業の 2 つの研修が実施されました。
カンボジア国立母子保健センター拠点では、子宮頸がん早期
発見早期治療プロジェクトおよび女性に優しいケアと小児の
慢性栄養不良に関する 2 つの共同研究が行われました。ネ
パールトリブバン大学拠点では、結核と非感染症疾患の二重
負荷およびウイルス性肝炎治療に関する共同研究が行われま
した。
今年度は新たにフランスのパスツール研究所、タイのマヒ
ドン大学、フィリピン大学と連携協定を結びました。今後の
連携、共同事業が期待されます。

Aiming at efficient and effective implementation of

research and training projects abroad, NCGM has established

overseas collaboration centers (OCCs) through exchanging
a memorandum of understanding for collaboration with

health organizations or institutes. We have seventeen
overseas collaboration centers in 11 countries at present.

As OOCs are regarded as one of the important approaches

in NCGM ’s Global Medical Strategy, we developed

“Guidelines for use and management of NCGM Overseas

Collaboration Centers” in order for NCGM staff to effectively

and appropriately use the OCCs this year, and it was
approved by the Global Medical Strategy Committee. The

guideline classified the OCCs into two types, Class I and
Class II. The former is defined as an OCC whose operational
cost comes from NCGM and that is used by more than one

department of NCGM or multiple projects. Bach Mai Hospital
in Vietnam, Tropical and Public Health Institute in Lao PDR

and National Maternal and Child Health Center in Cambodia
fall into this category now. We developed specific guidelines
for each Class I OCC.

These three Class I OCCs and the Institute of Medicine at

Tribhuvan University in Nepal (Class II OCC) developed and
distributed annual reports. Bach Mai Hospital OCC organized
a briefing meeting inviting NCGM staff.

Ten collaborative research projects were carried out

in Bach Mai Hospital OCC and produced 7 papers that
were published by peer-reviewed journals. NCGM and
Lao Tropical and Public Health Institute jointly organized
Lao National Health Research Forum and conducted

a pre-survey for joint research on UHC. Two training

workshops of 2 projects of the International Promotion of
Japan’s Healthcare Technologies and Services were also

collaboratively organized in Lao PDR. In Cambodia, NCGM
and National Maternal and Child Health Center operated the
project for Cervical Cancer Early Diagnosis and Treatment

and conducted two joint research projects on womenfriendly care and chronic malnutrition among children.
In Nepal, there was a joint study on the double burden of
tuberculosis and non-communicable diseases and a joint
survey of the present status of viral hepatitis treatment.

We expanded our network with Institut Pasteur in France,

Mahidol university in Thailand and Philippines University in

Philippines through MOU this year.Institut Pasteur in France,
Mahidol university in Thailand and Philippines University in
Philippines through MOU this year.
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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、新入大学院生向けのオリエンテーションに参

and the implementation and research institution of global

加しての各客員教員の経歴紹介や、実施している研究内容の

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

説明のほか、大学院生に対し客員教員による国際保健に関

Bureau of International Health Cooperation of the NCGM.

する講義、修士論文の研究指導を行いました。また、NCGM

The Graduate school of Nagasaki University will restart as

にて入試説明会、学位審査、新大学院国際保健開発研究科の

the Graduate School of Tropical Medicine and Global Health,

入試などが実施されました。

consisting of three courses (International Health, Tropical

長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科では、2017

Medicine, and Health Innovation). The NCGM provided

年 4 月に “NCGM サテライト ” と呼ばれる社会人大学院を

research support, lectures, explanation sessions of the

NCGM 内の情報センター 2 階に開設しました。そして、同

courses, an entrance examination and so on.

研究科の公衆衛生学修士コースが同年 10 月に開校し、国際

In April 2017, the Graduate School of Tropical Medicine

医療協力局からも職員が社会人大学院生として入学しまし

and Global Health renovated the second floor of the NCGM

た。

Information Center and opened the “NCGM Satellite,” as a
graduate school for members of society, and the Master of
Public Health course was started 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

The NCGM has been designated a WHO Collaborating

国立国際医療センター）から世界保健機関（WHO）の協力

Centre ( WCC) since 1985. Since 2009, activities have

センター（WCC）に指定され、WHO の活動に協力してきま

been conducted based on the contract between the

した。2009 年からは、WHO 西太平洋地域事務局（WPRO）

NCGM’s Bureau of International Health Cooperation and

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

the Department of Health System Development (HSD),

協定に基づき活動を実施しています。契約は 4 年間で、更

currently Integrated Service Delivery Program (ISD), in the

新を希望する場合は審査を受けます。今年度 7 月に 2 度目

WHO Western Pacific Regional Office (WPRO). The contract

の更新が承認され、新しい契約事項（TOR）のもとに活動を

lasts for four years, and we need to be redesignated by

開始しました。（2017 年 7 月 - 2021 年 7 月）。現在の契約は

WHO before out contract ends if we want to maintain their

以下の内容から成っています。

status. We were redesignated this year and have started
implementation of new activities under the renewed

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 活動を支援する。

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技術支援を行う。
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をアジア諸国に共有する。

contract as below.
TOR-1: To assist WHO in supporting countries to put

integrated people-centered service delivery in place.

Activity 1: To provide technical assistance for capacity

development of hospital staff in the selected countries in
the western pacific region on hospital quality management

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を創出する。

活動 3：カンボジア、ラオス、ベトナムにおいて、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

and patient safety.
Activity 2: To share evidence in policy implementation on

community-based integrated care services for the elderly
with countries in Asia.

究を行う。
活動 4：カンボジアとラオスにおいて、保健人材法制度

TOR-2: To generate evidence to strengthen health

開発に焦点を当て、記述的研究を行う。

people-centered care.

整備の実施プロセス、特に看護専門職のリーダーシップ

活動 5：ベトナムの看護教育における教員および臨書指
導者の能力開発に関する現行の介入を評価する。

workforce regulatory systems and nursing education for
Activity 3: To conduct descriptive and comparative studies

collaboratively under WHO’s leadership on the development

process of the health workforce regulatory framework in
活動１では、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、フィリピンの病院管理者を
対象とした第 5 回 WHO 病院の質と患者安全管理研修を協働

Activity 4: To conduct descriptive studies collaboratively
under WHO’s leadership on the implementation process

して実施しました。また、WHO 西太平洋地域事務局主催の

of the health workforce regulatory system, focusing

関連会議に出席し、参加国の行政官と病院の質と患者安全に

on leadership development for nursing professions in

ついて議論しました。活動２では、日本およびタイにおける

Cambodia, and Lao PDR.

ケーススタディを実施しました。また、WHO 神戸センター

Activity 5: To assess collaboratively under WHO’s leadership

で行われた「日本におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッ

the on-going interventions on capacity development of

ジおよび健康寿命延伸に向けた評価手法および研究、ナレッ

school teachers and clinical instructors in nursing education

ジ・トランスレーションに関する研究」の有識者会議に出席

in Vietnam.

しました。活動３, ４，５は、それぞれ対象国における調査を
実施しました。また、ダブリンで行われた第 4 回保健人材
グローバルフォーラムサイドイベントに出席しました。
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WHO は WHO 協力センター間の連携・協力を促進してお

Course that WHO and National Institute of Public Health,

り、４月に日本国内に 34 施設ある WHO 協力センターに呼

Japan jointly conducted for Lao PDR, Cambodia, Mongolia,

びかけ、どのような連携や協力が可能であるかを模索するた

Vietnam and Philippines under Activity 1. We also joined a

めの連携会議を NCGM で開催しました。34 施設から 72 名

policy round table meeting on People-centered Integrated

の専門家が参加し、活発な議論が行われ、様々な連携・協力

Care organized by WHO Western Pacific Regional Office and

案が出されました。会議にはシン・ヨンス WHO 西太平洋地

discussed hospital quality and patient safety with the health

域事務局長も参加され、日本の取組みを高く評価するととも

officers from selected WHO member states. Under Activity 2,

に効果的な活動への期待が表明されました。

we conducted case studies pertaining to community-based
integrated care services for the elderly in Japan and Thailand.
We were invited as a researcher working on both UHC and
ageing society in Asia to the Expert Consultation “Research
on improving measurement, research and knowledge
translation to promote universal health coverage and heathy
ageing in Japan,” which is a joint research project between
WHO and JAGES. For Activity 3, 4 and 5, we conducted data
collection and analysis in the target countries. In addition,
we participated in the 4th Global Form on Health Workforce
in Dublin.
To respond to WHO’s expectation that WCCs should more
actively cooperate or collaborate, we called for a meeting
with all 36 WCCs in Japan and explored what kind of
collaboration or cooperation can be carried out among us.
72 experts from 34 WCCs actively discussed and came out
with various ideas for collaboration or cooperation. WHO
Regional Director for the Western Pacific, Dr. Shin Youngsoo, attended the meeting and highly appreciated this
activity, expecting further effective contribution from the
WCCs in Japan.
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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 the post-MDGs agenda collecting opinions

府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

力局も協力して Beyond MDGs Japan というコンソーシアム
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て
います。今年度は SDGs 関係者会議を 9 回開催し、国内外に

おける SDGs 関連情報の共有を行うとともに、以下の 2 つの
イベントを企画しました。
1.

SDGs 国連ハイレベル政治フォーラム報告会（9 月 29 日、
聖心女子大学グローバルプラザ）

from a wide variety of stakeholders such as NGOs and
Health Cooperation 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 held a regular meeting nine times this year and
exchanged information relevant to SDGs. We organized two
events this year as shown below.
1.

In order to clarify challenges that Japan should address

ステークホルダーの巻き込み、ジェンダー配慮などの重

in efforts towards SDGs, we reviewed the report that

要な視点から国際比較し、今後の日本の SDGs への取り

the Japanese government made in the voluntary

組みの課題を明らかにする目的で開催しました。

シンポジウム「東アジアにおける SDGs の推進：新たな

national review of the forum comparing it with

視点」（1 月 16 日、聖心女子大学グローバルプラザ）

those by other member states in terms on important

viewpoints such as involvement of stakeholders and

国によって SDGs の中でどこに焦点を当てるかは様々で

ある中、このシンポジウムでは東アジアにおける SDGs
に注目し、日本にはない新たな視点を探ることを目的に
開催しました。
参加団体

Form on Sustainable Development 2018 (At Global
Plaza of Scared Heart University, September 29)

同会議の任意国家レビューにおける日本政府の報告を、

2.

Debriefing on United Nations High-Level Political

2.

gender considerations.

A symposium on Efforts towards SDGS in East Asia:
New perception (At Global Plaza of Scared Heart
University, January 16)

Given that different countries focus on different targets

動く→動かす

among SDGs, we organized a symposium to explore

国際協力 NGO センター

East Asia.

国際開発学会
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

new perspectives focusing on efforts towards SDGs in

Members

Ugoku/Ugokasu (Global Call to Action Against Poverty Japan)
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)

National Center for Global Health and Medicine (NCGM)
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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
圏アフリカで活動した経験のある方や、現在活動されている
方、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
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
的に、2010 年から活動を始めました。
現在、メンバーは 150 名ほどで、医療関係者だけでなく、
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。
2017 年度は、3 回の定例会と、1 回の拡大セミナーを開
催し、合計で約 120 名が参加しました。現場の有用な知見
が共有され、参加者の仏語圏アフリカでの活動への関心が高
まる場となっています。

This network was established in 2010 to provide
information sharing among Japanese who have worked,
are working, or will work in any Francophone African
nation. Although Francophone Africa is geographically far
from Japan, participants can be given updates on further
collaborative activities.
Currently, approx. 150 members are registered in this
network. Members include not only those with a healthcare
related background but also some JICA staff, college and
post-graduate school students, NGO officials and consultants.
In FY2017, we held three regular meetings and one
special open seminar and had approx. 120 participants. Each
session yielded a wide range of valuable information, and
it motivated participants for the activities related to health
issues in Francophone Africa.

講演者一覧 / List of Presenters
開催日
Date
6 月 29 日
June 29

講演者 / Presenter

講演内容 / Theme

ベナンにおける 5S-KAIZEN-TQM アプローチによる医療の質改善、
佐々木 隆典 氏
医療マネジメント向上の実例 ～ RBF（Result Based Financing) への貢献～
株式会社 TA ネットワーキング
Improvement of Health Quality and Management by 5S-KAIZEN-TQM approach in Benin –
Mr. Takanori Sasaki, MPH, Speech Therapist
Contribution of Result-Based Financing-

第２回
2nd

染谷 陽子 看護師
Yoko Someya, RN, MSc

コンゴ民主共和国における州レベルでの保健人材開発計画策定の取り組み
Formulation of Health Human Resource Development Plan at regional level in DRCongo

第3回
3rd

Muchanga Sifa Marie Joelle, MD, PhD
NCGM 臨床研究センター
NCGM Center for Clinical Sciences

Disparity of Health Facilities between Rural and Urban Area in DRCongo

【モデレーター Moderator】
藤田 則子 国際医療協力局
Dr. Noriko Fujita, MD, PhD
池田 憲昭 国際医療協力局
Dr. Noriaki Ikeda, DDS, PhD
【スピーカー Speaker】
第４回
瀧澤郁雄 JICA
拡大
人間開発部 保健第一グループ次長
セミナー
Mr. Ikuo Takizawa, MSc
及川みゆき 国際医療協力局 保健師
4th
Ms. Miyuki Oikawa, PHN, MPH
Expanded
福嶋佳奈子 国際医療協力局 助産師
Seminar
Ms. Kanako Fukushima, MW
後藤美穂 国際医療協力局 助産師
Ms. Miho Goto, MW, MSc
田村 豊光 国際医療協力局 研修専門職
Mr. Toyomitsu Tamura, RN, MSc
法月正太郎 国際医療協力局 医師
Dr. Masataro Norizuki, MD, CIC

アフリカ保健分野事業の今とこれから
Current and the future of Health sector project in Africa
仏語圏保健人材管理ネットワーク（RVT) - 保健省人材局長たちがもたらしたシナジー Réseau Vision Tokyo 2010 –Synergy brought by Directors of Human Resource division in MOHコミュニティと行政とが連携したセネガルの母子ケア改善の取り組み
Improvement of Maternity and Child healthcare in Senegal linked between community and
government
現場の保健人材と PRESSMN の取り組み
Efforts of PRESSMN implementation with Health Human Resources
コンゴ民保健人材開発分野における他の開発パートナーとの連携
Collaboration with other development partners of health human resources development
sector in DRCongo
コンゴ民主共和国における感染症サーベイランス強化
Strengthening of Infectious Disease Surveillance in DRCongo
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展開支援課 / Division of Partnership Development
展開支援活動
Partnership Development Activities

2017 年度の課の目的、実績は、以下の通りです。

Objective

To promote a new private-public partnership in the global

目的

health field.

を促す。

follows:

民間企業・団体等も含む保健医療の、局の新たな国際展開

The main objectives of the division in fiscal 2017 were as

1.

国際医療展開セミナーや相談窓口を通じて、新規事業
を作る（目標 1 案件）
。

through the global medical extension seminar

2.

UHC に関連する情報を取りまとめて発信、勉強会を実

and the consultation counter for enterprises and

施する（目標年 10 回）
。

organizations.

3.

展開支援課の事業を通じて、当課員（技術職のみ、在

1.

2.

外の併任課員も含む）が、成果に関連する雑誌、学会
等で発表する（テクニカルレポート、論文を含む）
活動

To develop at least one private-public partnership

To collect and update information concerning UHC,
and to hold 10 study meetings for UHC.

3.

To publish or report our results through academic
journals or conferences.

1.

国際医療展開セミナーの開催

2.

展開推進事業（外部事業）の推進

3.

企業との連携（新規事業の開拓）

Activities
1.

Holding the global medical extension seminar

2.

Supporting the“Projects for global growth of medical

4.

UHC

technologies, systems and services through human

5.

技術協力プロジェクト支援

resource development,” in particular the public

6.

その他、寄付、災害対応等

offering business part.

実績
1.

2.

3.

businesses
国際医療展開セミナーや相談窓口を通じて、新規事業

4.

Universal Health Coverage

を 2 案件作りました。

5.

Supporting the technical assistant project by JICA

UHC に関連する情報を取りまとめ発信をし、勉強会を

6.

Others, such as donations, disaster response, etc.

年 7 回実施しました。
3.

Private-public partnership for development of new

展開支援課の技術職の各課員は、学会発表、論文等、
対外的な発表を実施しました。

Outcomes

The outcomes were as follows:

1.

Two new projects were developed in 2017.

2.

Information concerning UHC was updated and the
study meetings were held 7 times.

3.

Each member’s outcome of our division was
published or reported to a journal and conference in
at least one presentation.
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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
国際医療展開セミナー
Global Health and Medicine Extension Seminar

2017 年 11 月 15 日（水）14 時から 17 時にかけて国立国

Mainly for the Japanese manufactures of medical devices,

際医療研究センター研究所の地下 1 階会議室にて医療機器を

Bureau of International Health Cooperation of NCGM held a

製造・販売する日本企業を対象に、国際医療展開セミナー「途

seminar on the expansion of Japanese medical equipment

上国での国際機関を通じた医療機器の展開」を開催しました。

through UN agencies in developing countries as one of the

セミナーでは、UNICEF 調達経験者、タンザニア食品医薬

seminars for International Promotion of Japan’s Healthcare

品局職員、世界保健機関（WHO）の HIV 及び肝炎の検査診

Technologies and Services at the conference room of the

断関連医療機器・検査キット事前認証チームの職員のほか、

International Medical Research Center of NCGM in the

実際に WHO の推奨取得を経験した日本企業の担当者が演者

afternoon on Wednesday, November 15, 2017.

として調達や許認可体制及びその詳細について説明を行いま
した。

In the seminar, there were 5 presenters, a person
experienced in UNICEF procurement, two staff of Tanzania

多くの参加者から非常に活発に質疑があり、演者から具体

Food and Drug Authority (TFDA), a staff from the WHO pre-

的な回答が丁寧に提供されました。国連機関を通じた医療機

qualification team for diagnosis on HIV, Hepatitis, Malaria,

器の展開、WHO の事前認証及びタンザニアの医療機器や検査

HPV and Cholera and a staff from Eiken Ltd which obtained

キットの許認可体制に関して、参加者の理解が深まりました。

a WHO recommendation on a TB diagnosis device.
Each presenter explained the procurement, permission
and approval system and its contents and after their
presentations many participants asked questions, and
presenters gave informative and concrete answers at the
seminar.
Participants deepened their understanding of the
expansion of Japanese medical equipment through UN
agencies in developing countries, pre-qualification of WHO
and the licensing and regulatory system of medical devices
and test kits in Tanzania.
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展開支援課 / Division of Partnership Development
企業との連携
Private-Public Partnership

展開支援課は、企業・団体の、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 2017 年度は、企業・団体
からの延べ 42 回の相談を受けました。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
これらの相談より 2017 年度は、１件の新規事業を開始し、
1 件の新規事業の計画策定を開始しました。
1. 吉田製作所と共に、小児のレントゲン撮影時に用
いるセンサの共同研究開発を実施。
2. 2 企業と合同でザンビアにおける無人航空機を活
用した保健医療物流体制の構築に関する共同研究
開発の計画策定を開始。

The Division of Partnership Development has received
consultations on international business promotion for
Japanese medical devices and technologies from private
enterprises. Over forty consultations were held in fiscal year
2017. Currently, the consultation counter can be accessed
from the following website: http://kyokuhp.ncgm.go.jp/
activity/internal/consult/index.html
Based on the consultation, we have started two
collaborative research activities: One with Yoshida Dental
MFG. Co. Ltd for chest X-p in children and the other with
two enterprises for a drone delivery system in Zambia as in a
preliminary study.

展開支援課 / Division of Partnership Development
技術協力支援
Technical Collaboration Assistance

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、国際医療協力局より 2 名の長期専門家を派
遣しています。このプロジェクト活動に対して、運営指導を
行い、カウンターパート研修の受け入れのための準備を実施
しました。

Our division supported “The Project for Strengthening
Basic Health Care Services Management for Universal Health
Coverage” run by the JICA in Zambia, as two members of
our staff were dispatched to the project in 2017. We have
visited the area to supervise the project and prepare 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、国際医療協力局は NCGM の中で情報班と
して、災害対策本部で情報提供、情報共有、情報発信の役割
を担います。毎月開催される災害委員会に出席し、国際緊急
援助隊や東日本大震災支援の経験を教訓に、特に公衆衛生の
視点から NCGM の災害対策に貢献しています。2017 年度は、
災害対策本部内の効率的な動線確保のため、レイアウトを変
更し、情報集約と周知の方法等について改善を行いました。
それらは 10 月に行われた NCGM 全体の災害訓練で活用され
ました。

When large-scale disasters strike, the bureau plays the

role of an information unit to collect and share information
with the disaster response headquarters. We participate

in the disaster committee in NCGM held every month and
contribute to the preparedness from a public health point

of view based on our experiences in the Japan Disaster

Relief Team and healthcare support in The Great East
Japan Earthquake in March 2011. In FY 2017, we changed

the allocation inside the headquarters to have efficient
movement and improved the method of collecting and

sharing information. These were utilized in the Disaster drill
held at NCGM in October 2017.

46

国立国際医療研究センター 国際医療協力局｜ 2017 年度年報

