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連携推進課 / Division of Global Networking

ネットワーク活動
International Cooperation Network

　国際医療協力局は国際保健に関わる内外の諸機関や、開発
途上国の関係者とのネットワークの維持と発展を重要な活動
と考えています。

　2005 年にベトナムのバックマイ病院、2011 年にマダガス
カル政府公衆衛生省（2013 年末で協定期間終了）、2012 年
にカンボジア母子保健センター、2013 年にネパールのトリ
ブバン大学医学部及びラオスのパスツール研究所、2014 年
にミャンマー保健省及びベトナムのチョーライ病院、2015
年にラオスの国立公衆衛生院及びインドネシアのスリアン
ティ・サロッソ感染症病院と協定を締結しました。2016 年
3 月現在、これらのうち、現地に拠点事務所、もしくは職員
を置く、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーの 4カ
国の 4機関がNCGM海外拠点として位置付けられています。
これらの拠点では、グローバルヘルス研究と人材育成を主と
した活動を続けています。

　国連機関とのネットワークとしては、2013 年 7 月にWHO
西太平洋事務局 （WPRO）の保健システム開発部門（HSD）
と国際医療協力局との間で新たな協定を締結し、WHOコラ
ボレーションセンター（WCC）として「保健システム強化
に関する介入の評価」及び「保健システム強化に関する技
術的コンサルテーション」を主な内容とする調査・活動を
実施しています。2014 年 11 月にはWPRO で第 1 回 WCC
フォーラムが開催され、NCGMから 3名が出席して活動紹
介や国際保健課題に関する討議を行いました。また、NCGM
は WPRO の HIV 対策ネットワークのテクニカルパートナー
として認定されており、会議等に参加しました。　

　さらに、フランス語圏アフリカ諸国や日本国内において、
フランス語圏人材や看護人材のネットワークを形成し、情報
交換や協力関係を強化する活動を行っています。2014 年度
には国内アフリカ仏語圏保健分野ネットワーク定例会を3回
開催しました。その他、検査・医療機器、国際看護、ラオス
保健研究など、国際的なネットワーク形成に基づく NCGM
の活動を支援しています。

　国内では長崎大学との連携大学院協定に基づいて国際保健
に関する講義、学位研究の指導、学位審査等を実施しました。
2015 年度にも長崎大学に招聘された外国人教授が引き続い
て国際医療協力局に来訪し、感染症対策や母子保健等をテー
マとする連携大学院セミナーを開催しました。

　The Bureau of International Health Cooperation Japan 
in National Center for Global Health and Medicine (NCGM) 
focuses its efforts on networking with international and 
Japanese institutions related to global health, along with 
institutions and people in developing countries. 
   NCGM concluded various Memorandums of Understanding 
(MOU) for collaboration with Bach Mai Hospital in Viet Nam, 
the Ministry of Public Health in Madagascar (expired at 
the end of March 2014, and the Maternal and Child Health 
Center in Cambodia in 2005, 2011, and 2012, respectively. In 
2013, the NCGM concluded MOUs with Tribhuvan University 
Institute of Medicine in Nepal and the Pasteur Institute in 
Laos, and in 2014, with Ministry of Health in Myanmar, Cho 
Ray Hospital in Viet Nam, the National Institute of Public 
Health in Laos and the Prof. Dr. Sulianti Saroso Infectious 
Disease Hospital in Indonesia in 2015 JFY. As of March 2016, 
four foreign medical institutions have been designated as 
NCGM overseas platforms (or medical collaboration centers). 
Based on local offices or local staff with these MOUs, 
research and related capacity building are conducted in 
collaboration between NCGM and these institutions.
   With regard to networking with the United Nations, 
the contract was renewed in July 2013. Currently, we are 
carrying out activities as a WHO Collaborating Center (WCC) 
focusing on health system research objectives such as (1) 
assessment of the status and impacts of health-system-
strengthening interventions and (2) provision of technical 
consultations on health systems strengthening in relation 
to disease control programs. In November 2014, the First 
WCC Forum was held at WHO Western Pacific Regional 
Office in Manila. Three participants from NCGM presented 
our activities as a WCC and participated in discussions on 
international health issues.　In addition, NCGM has been 
designated as a technical partner of the WHO Network 
for HIV and Health in the Western Pacific Region and has 
participated in conferences on this topic. 
   NCGM has formulated networks in French-speaking African 
countries and French-speaking human resources in Japan 
and a network of nursing resources aiming to strengthen 
collaboration and information exchange. Three regular 
meetings of this network were held at NCGM in 2014. 
We also are supporting NCGM activities based on global 
networking of medical equipment, nursing care, and health 
research in Laos, etc.
   In Japan, based on an agreement on the Joint Graduate 
School Program between the NCGM and Nagasaki 
University, activities such as lecturing, guidance on master’s 
thesis research, and organizing entrance examinations 
were conducted. In February 2015, the Joint Graduate 
School Seminar was organized at NCGM inviting several 
prominent professors from foreign countries on the subject 
of infectious disease control, maternal child health, etc.
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世界保健機関（WHO）とのネットワーク
Collaboration with WHO

　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し、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（期間は 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

　2015 年度には、ラオスやベトナムにおけるユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ（UHC）の状況調査を行い、日本の援助
の可能な分野について考察を行い、WPRO にも報告する予
定です。また、日本の UHC に係る人材育成の歴史について
考察した論文が英文雑誌に掲載され、その結果をWPRO に
還元しました。
　また、2016 年 3 月に東京においてWPROや保健医療科学
院と共同で「医療の質」に関する国際セミナーを開催したほ
か、2015 年 9 月には新生児医療に関するセミナーもWPRO
と共同で東京で開催しました。

   The NCGM has been designated as 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 Programme (ISD), in the WHO 
Western Pacific Regional Office (WPRO). In July 2013, a new 
contract was concluded upon the expiration of the previous 
contract’s 4-year term, and activities including research 
and technical guidance began in accordance with the new 
Terms of References (TOR) (from 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  re sources  (HRH)  on  the  bas i s  o f  a 
comprehensive HRH assessment tool (“House 
Model”).

   In 2015, NCGM conducted a UHC assessment in Viet Nam 
and Laos, and formulated comparisons of both countries 
and Japan.  Based on the results, areas of possible Japanese 
assistance on UHC was abstracted.  The results have been 
presented at Japanese academic society meetings and will 
be submitted to WPRO.  In addition, Japanese experience on 
human resource development was studied and published in 
English academic journal and shared the results with WPRO.  
Furthermore, NCGM conducted an international seminar 
on “Quality” in Tokyo with WPRO and National Institute of 
Public Health, Japan in March 2016, and “Neonatal care” 
with WPRO in Tokyo in September 2015. 
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ベトナム拠点
Collaboration Center in Viet Nam

　ハノイ市のバックマイ病院 （BMH）は 1911 年に設立され
て以来、ベトナム北部の基幹病院として医療及び人材育成
に多大な貢献をしてきました。国立国際医療研究センター 
（NCGM）と BMHは、1990 年代前半より国際協力機構 （JICA）
による無償資金協力の調査や技術協力プロジェクトを経て緊
密な協力を続けてきました。NCGMからプロジェクトリー
ダーほか多数の専門家を派遣し、BMHの能力強化に携わっ
てきました。これら協力の成果と醸成された信頼関係を基
盤に、NCGMと BMH間で独自の協力を実施するため、2005
年に BMH内に NCGM海外拠点（以下、ベトナム拠点という）
が設立されることになり、ベトナム保健省の承認を得て協力
協定（MOU）が締結されました。ここでは BMHのほか、ハ
ノイ市内 4医療施設（国立感染症熱帯病研究所、国立結核
胸部疾患病院、ハノイ市立結核病院、国立小児病院）及びホー
チミン市内 2医療施設ホーチミン医科薬科大学、ホーチミ
ン市立熱帯病病院）を協力機関として諸協力を実施していま
す。

　ベトナム拠点では、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、人材育成、人材
交流、症例検討、医療情報の共有などの協力が実施されてい
ます。さらに、ベトナム拠点は NCGMの医師 ･看護師らを
対象とした国際保健医療協力研修など、日本人医療従事者の
研修の場としても活用されています。これらの協力を通し
て、日本－ベトナム双方の医療に貢献することを企図してい
ます。
　2014 年 9 月に協力協定（MOU）が締結されたベトナム南
部の基幹病院、チョーライ病院では、2015 年 7 月に NCGM
で活動に関する報告会が開催されました。活動の概要、成果
は年報に記載し、関係機関や関係者などに配布しています。
2015 年からはさらに、医療技術等国際展開推進費を活用し
て、臨床分野での協力が始まり、放射線、薬剤、臨床検査、
看護や医療の質、脳外科、呼吸器内科、小児科などの協力を
行いました。

   Since its establishment in 1911, the Bach Mai Hospital 
(BMH) in Hanoi City greatly contributed to medical care and 
human resource development as a core hospital in northern 
Viet Nam. The National Center for Global Health and 
Medicine (NCGM) has closely collaborated with BMH since 
the early 1990s and activities such as an assessment survey 
on grant aid and implementation of technical cooperation 
projects where project leaders as well as many experts are 
dispatched from NCGM have been initiated. 

   Based on the long-term, reliable cooperation between 
NCGM and BMH, the overseas Medical Collaboration 
Center for NCGM (MCC) was established in 2005 after the 
conclusion of a Memorandum of Understanding (MOU) with 
the approval of the Ministry of Health in Viet Nam.

   MCC hosts various collaborative activities, such as research 
on influenza, HIV/AIDS, tuberculosis, diabetes, nosocomial 
infection control, and human resources development. 
Through these collaborations, MCC seeks to contribute to 
medical care both in Japan and Viet Nam. In September 
2014, a Memorandum of Understanding was concluded 
with Cho Ray Hospital, a key hospital in southern Viet Nam.

   A conference was held at NCGM in July 2015 to report 
these activities. Outcomes were summarized in the annual 
report and distributed to related institutions and medical 
staff. In addition, the new scheme, “International Promotion 
of Japan’s Healthcare Technologies and Services”, began in 
2015, and cooperations in the clinical field were launched, 
such as laboratory, radiology, pharmacy, nursing, quality of 
care, neurosurgery, respiratory medicine and pediatrics.
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ラオス拠点（ラオス国立公衆衛生院：NIOPH／ラオス国立パスツール研究所：IPL）
Collaboration Center in Lao PDR 
（National Institute of Public Health : NIOPH / Institute Pasteur du Laos : IPL）

　ラオス国立公衆衛生院（以下、NIOPH ）はビエンチャン
に位置し、ラオス保健省直轄組織で、同国における保健研
究と研修活動の拠点となっています。これまで NCGMは、
NIOPH とラオス国の研究能力強化のための共同研究を実施
しており、「ラオス国家保健研究フォーラム」への支援等を
行ってきました。このフォーラムはこれまで 9年間に渡り
実施されており、NCGMからは麻疹や UHC 等について、ラ
オス保健研究の成果を発表しています。

　2015 年 10 月、NIOPH コングサップ院長と NCGM春日雅
人理事長の間で、研究、人材育成等に関する包括的協力協定
が締結されました。この協定締結により、ラオス国における
海外拠点は、パスツール研究所（ビエンチャン市）に加えて、
2カ所となりました。2015 年度よりODA事業による技術協
力に加えて、医療技術等国際展開推進事業も実施されており、
海外拠点の強化・拡充により、共同研究のみならず、こうし
た種々のNCGM事業の進展が期待されています。

ラオス国立パスツール研究所との研究協力成果の加速化 
　2013 年度に、国立国際医療研究センター（NCGM）か
ら提案した、ラオス保健省 / ラオス国立パスツール研究所
（Institut Pasteur du Laos: IPL）との共同研究「マラリア及び
重要寄生虫症の流行拡散制御に向けた遺伝疫学による革新的
技術開発研究」（主任研究者：狩野繁之・研究所 / 熱帯医学
･マラリア研究部長）が、国際協力機構（JICA）と科学技術
振興機構（JST）（2015 年度からは日本医療研究開発機構：
AMED）が共同で実施する「地球規模課題対応国際科学技術
協力プログラム（SATREPS）感染症プロジェクト」に採択さ
れました。2014 年 2 月 5 日、NCGM春日雅人総長（当時）
と IPL ポール所長との研究協力協定の締結、つづいて 3月
19 日には、エクサバン保健大臣（当時）立ち合いのものと、
ラオス保健省と JICA との R/D の署名に至りました。

　2015 年度はいよいよ具体的にフィールド研究を中心に展
開し、マラリアの薬剤耐性の出現と拡散に関する集団遺伝学
研究の進展、メコン住血吸虫症とタイ肝吸虫症の新規 DNA
診断法（LAMP 法）の開発で成果の加速が認められていま
す。特に、6月 10 日には、IPL ポール所長とアントワン事務
局長を日本に招いて日本国内研究班会議を開催し、それぞ
れの研究の進捗状況の発表と討議を経て、国内研究参画者
間でのキャパシーティービルディング、プロジェクトの進
捗をファシリテートする場が形成されました。さらに 8月

   National Institute of Public Health (NIOPH) which is under 
the Ministry of Health, Lao PDR, is located in Vientiane,and 
is the core center of health research and training in the 
country.
   Up to now, the NCGM has participated in joint research 
with the NIOPH to enhance research capability in Lao PDR, 
and also supports "The National Health Research Forum”. 
This forum has been held once a year for the past 9 years 
with participants from NCGM presenting the outcomes of 
their research in Laos such as regarding the surveillance of 
measles and current situation of universal health coverage 
(UHC) etc..
   A comprehensive cooperation agreement for research and 
human resource development etc. was concluded between 
Assoc. Prof. Dr. Kongsap Akkhavong, Director of the NIOPH, 
and Dr. Masato Kasuga, President of the NCGM, in October, 
2015.  Since then, two NCGM Overseas Collaboration Centers 
in Lao PDR, following Institut Pasteur Lao in Vientiane, have 
been established.
   In addition to the technical cooperation by ODA, 
the “Program for International Promotion of Japanese 
Healthcare and Technology” has been conducted in Lao 
PDR since fiscal year 2015. It is expected that Not only joint 
research but also these NCGM activities are expected to be 
progressively implemented in Lao PDR, by enhancing the 
functions of the NCGN Overseas Collaboration Centers.

Increased Research Collaboration with Institut Pasteur du 
Laos (IPL)
   The proposed project for the Science and Technology 
Research Partnership for Sustainable Development 
(SATREPS) by NCGM was accepted in 2013 as a joint 
Japanese government program promoted by the Japan 
International Cooperation Agency (JICA) and the Japan 
Science and Technology Agency (JST) (as of April 1, 2015, 
by Japan Agency for Medical Research and Development: 
AMED). A research partnership agreement was concluded 
to implement the “Development of Innovative Research 
Technique in Genetic Epidemiology of Malaria and Other 
Parasitic Diseases in Lao PDR for Containment of Their 
Expanding Endemicity” (Chief researcher: Dr. Shigeyuki 
Kano, Director of the Department of Tropical Medicine and 
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27 日には、ラオス保健省関係者を IPL に招いてパートナー
ズ会議を開催しました。この会議で寄生虫症対策に関わる部
局（DCDC: Department of Communicable Disease control、
CMPE: Center for Malariology, Parasitology and Entomology、
NIOPH: National Institute of Public Health、サバナケット
県保健局）に加えて、健康教育などに関わる部局（DTR: 
Department of Training and Research、DHHP: Department 
of Hygiene and Health Promotion）の関係者を新たに本プロ
ジェクトのメンバーとして迎え、さらなる活動の活性化を図
りました。研究成果は、10 月 13 ～ 14 日に NIOPH で開催さ
れた第９回ラオスNational Health Research Forumで、ワー
クショップを組んで発表すると共に、11 月 21 日に金沢で開
催された第 30 回日本国際保健医療学会、12 月 2 ～ 4 日に
バンコクで開催された国際会議（JITMM2015）及び 12 月 5
～ 6日に大阪で開催された第 56 回日本熱帯医学会大会で報
告しました。

Malaria, Research Institute, NCGM) as a joint research project 
with IPL. A signing ceremony was held on February 5, 2014, 
at IPL by Dr. Masato Kasuga, President of the NCGM and 
Dr. Paul Brey, Director of the IPL. Then, a R/D contract was 
signed between MOH, Lao PDR and JICA on March 19, with H. 
E. Eksavang Vongvichit, Minister of Health, in attendance. 
   Field studies on the genetic epidemiology on drug 
resistant malaria, and the development of a novel DNA 
diagnostic method (LAMP method) were conducted in 
fiscal 2015. Specifically, Dr. Paul Brey and Dr. Antoine des 
Graviers were invited to a study group meeting in Japan 
(on June 10) which successfully strengthened the capacity 
building of the group. On August 27, a Partners’ meeting 
was held, and in addition to key persons from Department 
of Communicable Disease Control, Center for Malariology, 
Parasitology and Entomology, National Institute of Public 
Health, our new members, the Department of Training and 
Research, and Department of Hygiene and Health Promotion 
were present. We currently are promoting strong solidarity 
among important partners in Lao PDR in order to accelerate 
our Research Collaboration. Scientific communications 
have been carried out at the 9th National Health Research 
Forum (Vientiane, Oct 13-14), 30th Annual Meeting of 
Japan Association for International Health (Kanazawa, Nov 
21), Joint International Tropical Medicine Meeting 2015 
(Bangkok, Dec 2-4), and 56th Annual Meeting of Japanese 
Society of Tropical Medicine (Osaka, Dec 5-6).
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　カンボジアが 20 年もの内戦から国際社会の支援を経て、
戦後復興に歩み始めた 1992 年より、国立国際医療研究セン
ター（NCGM) はカンボジア政府保健省とともに母子保健の
改善に取り組んできました。 

　1997 年には日本のODA無償資金協力により、母子保健行
政・病院臨床・研修センターの 3 つの機能を持つカンボジア
国立母子保健センターが建設され、同国の母子保健分野にお
ける中核機関での支援活動が始まりました。JICA を通じた
活動は病院管理、看護管理、助産産科診療の質の向上、研修
を通じた全国への波及、HIV 母子感染予防などの国家プログ
ラムへの支援など、様々な形で継続されています。

　一方で 2000 年以降、治安も安定し、多くの私立病院等が
設立される中で、母子保健センターの役割も、貧困者にまで
公平に質の高いサービスを提供する形へと変化してきていま
す。この長年の協力関係を踏まえて、2012 年 12 月に国立母
子保健センターと NCGMとが人材交流、研修、研究、技術
協力、等の分野で直接に協力活動が続けられるよう、覚書が
取り交わされました。

　覚書に基づき、2013 年度より３年間、国立母子保健セン
ターと NCGM小児科が協力して、新生児医療・ケアの質の
向上を目指した「新生児ミニプロジェクト」を実施、マニュ
アルの改訂や合同回診、スカイプを用いた合同定期カンファ
レンスを継続的に行い、院内新生児死亡率の減少を達成しま
した。

　また、助産ケア及び新生児ケアに関する共同研究や子宮頚
がん早期診断・治療事業等の国際展開推進事業も実施してい
ます。これらの活動においては、日本人がカンボジア人を指
導するだけではなく、日本の若手人材（医師・看護師等）が
開発途上国の保健医療の実践を経験することで広い視野を持
つ医療人として育成されることも期待されており、国立母子
保健センターは NCGMの国際臨床レジデント研修生の受け
入れ機関にもなっています。

連携推進課 / Division of Global Networking

カンボジア国立母子保健センターとのMemorandum of Understanding（覚書）
調印後の継続支援
Signing of Memorandum of Understanding between the National Maternal and Child Health Center （NMCHC） and NCGM

   Since 1992, NCGM has collaborated with the Ministry of 
Health （MOH） in Cambodia in the field of Maternal and 
Child Health.

   In 1997, the National Maternal and Child Health Center 
（NMCHC） was established with the support of the Japan 
Official Development Assistance （ODA）.  NMCHC functions 
as the administration core for maternal, neonatal and 
child health (MNCH), as the top referral MCH hospital and 
as a National Training Center. Since then, activities have 
continued in the field of hospital management, nursing 
management, improvement in midwifery and obstetric care, 
expansion of NMCHC services through training, prevention 
of HIV transmission from mother to child.

   Political stability since the year 2000 led to socioeconomic 
development in the country. Private hospitals have 
increased but NMCHC ensured high quality of services to the 
underprivileged population.

   Continued collaboration and the well-developed 
relationship between NMCHC and NCGM facilitated the 
signing of a Memorandum of Understanding (MOU) 
between the two institutions for a direct collaboration 
on training, research, exchange program, and technical 
cooperation. 

   Under the said MOU, the project, Technical Cooperation 
for Improving the Quality of Newborn Care has been 
implemented in collaboration between NMCHC and 
NCGM. Various activities such as manual revision, joint case 
conference, joint regular conference using the Internet 
have continued since 2012. As the result, by 2015, neonatal 
mortality within NMCHC has been successfully reduced. 
Furthermore, joint research activities in the fields of 
midwifery, neonatal care and gynecology have also been 
conducted. These activities not only provide training for 
Cambodian doctors and nurses, but also provide excellent 
opportunities for young Japanese doctors, nurses and other 
professionals to learn from the actual situation of NMCHC 
in a developing country. For instance, a training program 
for NCGM resident doctors has been conducted at NMCHC 
under the MOU.
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　トリブバン大学医学部（ネパール・カトマンズ市）は、
1980 年に日本政府の無償資金協力で設立されたネパール
初の医学部です。日本が支援する技術協力プロジェクトは
1996 年まで継続し、この間に国立国際医療研究センター
(NCGM) からはプロジェクトチームリーダーや医師など多数
の専門家を派遣してきました。現在、同医学部はネパールに
おける医療及び医療人材育成の中核としての地位を確立して
おり、その付属病院は同国の人々から高い信頼と知名度を獲
得しています。

　2013 年 1 月、NCGMはトリブバン大学医学部 (IOM) と研
究、人材育成等に関する協力協定 (MOU) を締結いたしまし
た。この協定に基づいて、感染症や生活習慣病への対策に関
する共同研究や、医療人材の育成など、ネパールの保健医療
の向上に向けて NCGM独自の活動を開始しました。活動の
拠点として IOM内にオフィスを設置しました。

　現在実施している共同研究は、“ ネパール・ベトナムにお
いて最近問題が増大しつつある感染症の要因・経緯に関する
研究 ”を主要テーマに、マラリア対策と equity、多剤耐性菌、
新興病体による下痢症、感染症と非感染性疾患の二重負荷、
ウイルス肝炎の治療、院内感染等に関する研究を実施してい
ます。成果は学会、論文、年報等で報告しています。中でも
院内感染症例からNew Delhi metalo- β -lactamase（極めて
強い薬剤耐性菌が産生している抗生物質分解酵素）の新規バ
リアントを発見したことは特筆に値します (NDM-8, 12, 13)。
トリブバン大学医学部教育病院は 2015 年４月のネパール大
地震の際に被災者の医療にも貢献しました。

連携推進課 / Division of Global Networking

ネパールにおける協力（トリブバン大学医学部）
Collaboration in Nepal （Institute of Medicine, Tribhuvan University）

   The Institute of Medicine (IOM) in Tribhuvan University is 
the first Medical School in Nepal which was established with 
the support of a Grant-aid by Japan in 1980. 　A technical 
cooperation project was implemented from 1980 to 1996, 
and NCGM dispatched many experts including team leaders 
and doctors to Nepal during this period. Currently IOM, 
along with its attached teaching hospital, functions as the 
core in medical care, human resource development, and 
medical education, and has continued to gain the trust and 
confidence of the country. 
   In January 2013, NCGM concluded a Memorandum of 
Understanding (MOU) with IOM on research collaboration 
and related capacity building activities. Based on the MOU, 
unique collaborative activities between the two institutions, 
aimed at improving the medical and health situation in 
Nepal, have begun. Also, efforts to strengthen the function 
of the collaboration office, which was established in IOM, are 
also underway.
   Currently, the main subject of research is “Infectious 
diseases of growing concern in recent years in Nepal (or 
emerging health priorities in infectious diseases)”. Based 
on this, research including malaria control and equity, 
multidrug resistant bacteria, diarrheal diseases caused by 
emerging pathogens, nosocomial infection control, dual 
burden of communicable and non-communicable diseases, 
survey of the present status of viral hepatitis treatment has 
been carried out. Outcomes were presented at medical 
conferences, in scientific papers and an annual report. It 
is particularly noteworthy that new strains of New Delhi 
metalo- β -lactamase were identified among nosocomial 
infection cases (NDM-8, 12, 13). The Tribhuvan University 
Teaching hospital also aided in the medical care for victims 
of the April 2015 earthquake in Nepal.

トリブバン大学の付属病院
Tribhuvan University Teaching Hospital
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　2011 年 10 月に国立国際医療研究センター（NCGM）国際
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
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
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・研究機関である NCGMと国際保健分野の教育・研究機
関である長崎大学との連携が始まりました。これは、その後
NCGM全体と長崎大学との学術交流協定（2015 年 9月締結）
に発展しました。現在は、国際医療協力局から 4名、また
研究所、病院、臨床研究センターから選出された計 7名の
職員が客員教授に任命されています。　

　長崎大学国際健康開発研究科は、2015 年度より発展的に
熱帯医学・グローバルヘルス研究科に改組されました。３つ
のコース（国際健康開発コース、熱帯医学コース、ヘルスイ
ノベーションコース）から成る大学院で、授業はすべて英語
で実施されています。

　連携大学院としての主な活動は、大学院生に対する講義、
新入生に対する客員教員の経歴紹介と実施している研究内容
の説明、修士論文の研究指導及び学位審査です。また、熱帯
医学・グローバルヘルス研究科は、NCGMにおいて年に 3-4
回の進学説明会を実施しており、例年２月中旬から下旬にか
けて入学試験も実施しています。

　さらに、長崎大学で共同研究と学生指導のために来日した
著名な外国人講師陣を順次NCGMにも招き、保健システム、
感染症対策、母子保健等に関する講演会を連携大学院セミ
ナーとして実施しています。

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

   National Center for Global Health and Medicine (NCGM) 
started to conduct joint activities based on the Agreement 
on the Joint Graduate School Program with Nagasaki 
University in October 2011. This joint undertaking is 
the beginning of a concrete collaboration between the 
education and research institution on international health 
development & tropical medicine (Graduate School of 
International Health Development in Nagasaki University) 
and the implementation and research institution of global 
health (NCGM). Seven visiting professors have been assigned 
from NCGM. 

   The Graduate School of Nagasaki University was 
reorganized as the School of Tropical Medicine and Global 
Health, consisting of three courses (International Health 
Development, Tropical Medicine, and Health Innovation). 
NCGM conducted various activities, such as research 
support, lectures, explanation session of the courses, and an 
entrance examination.

   Since February 2015, NCGM has continued to hold several 
Joint Seminars by invited distinguished foreign professors 
who came to Japan to carry out collaborative research 
projects as well as to give lectures at Nagasaki University. 
These professors provide valuable lectures on various topics- 
health system, infectious disease controls, maternal and 
child health, etc.

進学説明会 
Explanation session of the courses

連携セミナー
Joint Seminar by invited a distinguished foreign professor
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　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、現在活動されている方、
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
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 100 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。

　今年度も、仏語圏アフリカで活躍されている方々を講師と
して招き、講演していただきました。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の問題だけではなく、
人々の日常生活の様子、文化や習慣、歴史などを知る貴重な
時間となっています。

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

   This network was established in 2010 in order 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, information on further collaborative activities can be 
updated with those countries.

   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 
consultants.

   This year’s invited lecturers and their topics are as follows. 
The contents of the lectures and discussions with the 
speakers yielded a wide range of valuable information, not 
only related to health problems in Francophone Africa, but 
also regarding the daily lives of people in Africa, their culture 
and customs.
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開催日 講演者 講演内容 参加者数
( 人 )

2015 年
9 月 25 日

井上　保子氏
　元ユニセフインターン（コンゴ民）

コミュニティエンパワメントを通じた
乳幼児死亡率削減の試み
～コンゴ民主共和国ユニセフインターンの経験から～

20

2015 年
11 月 26 日

Dr. Abdoul Aziz DIOUF　　　　
　セネガル産婦人科医師
　ダカール大学産婦人科
　クリニック診療科長　
Dr. Nde'ye Awa DIAGNE
　セネガル産婦人科医師
　ダカール中央保健区
　ガスパールカマラ保健センター
　産科病棟責任者 

女性と医療従事者の尊厳を取り戻す
セネガル母子ケア改善モデルの経験 38

2016 年
1 月 29 日

藤田　則子
　国立国際医療研究センター
　国際医療協力局

仏語圏アフリカネットワーク
- 東京ビジョン 2010

Date Presenters Theme
Number of 
Participants

Sept. 25, 
2015

Ms. Yasuko INOUE

Efforts in neonatal mortality reduction through 
community empowerment
- From the experience of a Democratic Republic of the 
Congo UNICEF intern

20

Nov. 26, 
2015

Dr. Abdoul Aziz DIOUF　　　　
　
Dr. Nde'ye Awa DIAGNE 

Promoting utilization of health services by introducing 
“the model to improve maternal and child health 
service” from a case of a pilot unit in Central Health 
District of Dakar, Senegal

38

Jan. 29,
2016

Dr. Noriko FUJITA
Human Resource Network of French-speaking Africa
- Tokyo Vision 2010

2015 年度　講演者一覧

List of Speakers 2015
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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 ネットワーク
Réseau Vision Tokyo 2010（RVT2010）

　国立国際医療研究センター（NCGM）は、2009 年から
2013 年まで国際協力機構（JICA）の資金を得て仏語圏アフ
リカ保健人材管理研修を 5回実施し、9カ国の保健省中央・
地方の行政官 76 名が参加しました。
　この研修は、NCGMが開発した保健人材開発システム分
析フレームワーク（ハウスモデル）を使い、医師看護助産師
など保健職種の育成（教育）、配置、定着からそれを支える
政策計画、財政、法的枠組み、などの人材開発を包括的に分
析し、域内共通の課題と対策の経験や教訓の共有を意識し
た参加型研修です。参加者たちは研修を通じて、共通課題
（育成数の不足、偏在、へき地への定着、保健人材情報と人
材開発計画）と取り組むべき戦略的ビジョン「Vision Tokyo 
2010」を定めました。
　自国に帰った研修参加者によるネットワークが 2012 年 1
月に発足し、現在のメンバー国は、セネガル、マリ、ニジェー
ル、ギニア、ブルキナファソ、コートジボワール、トーゴ、
ベナン、コンゴ民、ブルンジの 10 カ国ですが、日本での研
修に参加していない国からの参加希望も増えています。現在、
セネガルに事務局を置き、セネガル保健省人材局長が代表を
務めています。2014年度からは5年間のJICA予算を獲得し、
事務局強化を図りながら年に数回の会合やワークショップを
開催し、経験や共有の文書化を継続しています。また、研究
費を活用して、共同研究 ( 保健人材のへき地の定着促進因子 )
も行っています。

   The Reseau Vision Tokyo 2010 Network began as an 
overseas training program in Tokyo between 2009-2013 
and was funded by JICA.  A total of 76 directors and heads 
of Human Resources for Health (HRH) Management from 
the Ministry and provincial level of nine Francophone 
African countries participated.  This training course focused 
on HRH system development using the House Model, a 
comprehensive analytic framework. Using participatory 
approach, participants conducted situation analysis, 
shared country experiences, and then set a common 
strategic vision (Vision Tokyo 2010) to tackle mutually 
common problems (Insufficient trained personnel, uneven 
distribution, establishment in rural areas, planning based on 
an appropriate information system on health personnel).
   The network was established in 2012 as an alumni 
organization with the objective of jointly tackling the above 
major problems in order to improve the performance of 
the human resource development system in each country 
of the participants.  Now 10 countries, Benin, Burkina Faso, 
Burundi, Guinea, The Democratic Republic of Congo, Côte 
d'Ivoire, Niger, Mali, Senegal, and Togo have joined the 
network and still more countries expressed their wish to 
join.  A secretariat has been established in Senegal with 
the Coordinator, Director of HRH, at the Senegal Ministry of 
Health.  From 2014, the Network secured a 5 year budget 
to organize workshops and meetings to document their 
experiences and lessons from the field.  NCGM is also 
conducting research to identify the factors which lead to 
rural retention of qualified health workers. 

現地の新聞（アビジャン）

参加メンバー 調査団長へのインタビュー協議（コトヌー）

協議（コトヌー）
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　展開支援課は、2015年度に以下の 4つの仕事を行いました。

1.　国際医療展開セミナー（年 2回開催）
　2015 年 10 月 2 日「ベトナムへの医療輸出と医療技
術支援のあり方」（医療の質と安全の確保の観点から）
と 2016 年 2 月 5日「アフリカ諸国での日本の製品や医
療技術の展開へ」を開催しました。両セミナーとも、企
業、コンサルタント会社、NPO、大学、政府機関等か
らの 50 名以上が参加し、各講演を聞き、質疑応答を通
して活発な議論となりました。これらの詳細は、国際医
療協力局のホームページからダウンロードが可能です。
http://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/other_doc/index.
html

2.　企業・団体向け相談窓口
　国際医療協力局は、これまでの経験を基に、企業・団
体の皆様から海外の保健医療事情に関して相談を受け、
2015年度は、29企業・団体からの相談を受けました。また、
2015年 10月より国際医療協力局のホームページに企業・
団体向け相談窓口を設け、広く受け付けています。
http://kyokuhp.ncgm.go.jp/activity/internal/consult/
index.html

3.　医療技術等国際展開推進事業※の外部委託事業
　医療技術等国際展開推進事業は 2015 年度より開始さ
れました。外部事業に関しては公募を行い、外部機関に
委託契約を行い実施されました。

4.　災害対応支援
　国際医療協力局は、大災害の発生時に NCGMの中で
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。毎年 1月に NCGM全体で行う災害訓練では、情
報班として実際の大災害における初動時の役割を明確に
記載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。

※医療技術等国際展開推進事業について
　本事業は、平成 27年度より、厚生労働省がNCGMを実施
主体として委託した事業で、我が国の医療制度に関する経験
の移転や我が国の医療技術移転等を推進することを目的とし
ている。分野は、（1）日本の医療技術、医療機器、医薬品など、（2）

展開支援課 / Division of Partnership Development

展開支援活動
Partnership Development Activities

   Our division has carried out business in four areas in fiscal 
year 2015 as follows;

1.  Global Health and Medicine Extension Seminar 
   We held two seminars: (1) “How to extend Japanese 
healthcare technology and Japanese-made products 
to Viet Nam” on October 2, 2015, and “How to extend 
Japanese healthcare technology and Japanese-made 
products to Africa” on February 5, 2016, at NCGM. At 
both seminars, more than 50 individuals, from private 
companies, consultant agencies, non-profit organizations, 
universities, and government agencies, listened to 
lectures and participated in discussions on the issues of 
each topic through question-and-answer sessions. Details 
of the seminars are available online and for download 
at http://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/other_doc/index.
html.

2.  Consultation counter for enterprises and organizations
   Our bureau members have received many consultations 
on foreign health situations from enterprises and 
organizations. In fact, 29 consultations were held in fiscal 
year 2015. Since consultations are carried out separately 
according to the individual situation and decision, a 
consultation counter has been established to unify 
procedures from October 2015 on the web site: http://
kyokuhp.ncgm.go.jp/activity/internal/consult/index.html

3.  The International Promotion of Japan’s Healthcare 
      Technologies and Services※
   Our division oversaw outsourced institutions selected 
by public offering in the International Promotion of 
Japan’s Healthcare Technologies and Services in 2015、 
which began in fiscal year 2015.

4.  Disaster relief
   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. 
Every January, a disaster exercise is held at NCGM. Based 
on the exercise, the information unit has revised its action 
cards which describe initial responses to a disaster. A box 
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医療施設におけるマネージメント、（3）医療制度、保健制度、
医療環境整備など、（4）医療情報システム構築、（5）国際的
な課題（新興再興感染症、高齢社会対策、母子保健、栄養改
善、非感染性疾患、災害等）。方法は、日本人専門家の海外派
遣、または、海外からの研修生を受け入れて研修を実施する。
今年度の結果は以下の通り。
　・13 カ国で 28 の研修事業が実施
　・235 名の日本人専門家派遣（NCGMから 110 名）
　・242 名の海外からの研修生受入（NCGM受入 75 名）
　報告書は、ホームページにてダウンロード可能。
http://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/other_doc/tenkai_
report2015.pdf

　 事業実施主体機関名 対象国 事業名

1 NCGM ミャンマー 輸血 /及び移植医療強化

2 NCGM カンボジア 子宮頸がん早期診断・治療

3 NCGM カンボジア 出産・新生児ケアの臨床能力強化

4 NCGM ベトナム 小児がんの診療能力強化

5 NCGM ベトナム ヘルスケアの質改善

平成 27年度医療技術等展開推進事業

containing necessary items for an initial response has 
been placed at the entrance of the copy machine room. 

※ Regarding the International Promotion of Japan’s 
      Healthcare Technologies and Services in 2015
   This program has been commissioned by the Ministry of 
Health, Labour and Welfare since fiscal 2015. The purpose 
is to extend Japanese healthcare and services as well 
as experiences on health systems to the world. Areas of 
the program include (1) Japanese health technologies, 
medical devices, and medicines, (2) management of health 
facilities, (3) health regulation, medical insurance, medical 
environment management, (4) health information systems, 
and (5) global health issues such as emerging and re-
emerging infectious diseases, an aging society, maternal and 
child health, nutrition, non-infectious diseases, and disaster 
response. The program consists of two methods; dispatch 
of Japanese specialists and acceptance of foreign trainees in 
Japan.
   The results of the program in fiscal 2015 as follows;
• Twenty eight of training business operations were 
carried out in 13 countries (Brunei Darussalam, 
Cambodia, India, Indonesia, Laos PDR, Mexico, 
Myanmar, the Philippines, Thailand, Turkmenistan, 
Viet Nam, and Zambia).

• 235 Japanese specialists were dispatched, including 
110 specialists from NCGM.

• 242 foreign trainees were accepted, including 75 
trainees at NCGM. 

   Results are available on our website http://kyokuhp.ncgm.
go.jp/library/other_doc/tenkai_report2015.pdf
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　 事業実施主体機関名 対象国 事業名

6 NCGM ベトナム ベトナム拠点を中心とした協力協定締結施設とその関連施設の
人材育成臨床技術の改善

7 NCGM ベトナム 病院における臨床検査・放射線・薬剤部門強化

8 NCGM ベトナム UHC/ 健康社会保障支援アクションプログラム

9 NCGM
ベトナム、ラオス、
カンボジア、
ミャンマー、
インドネシア

看護助産人材開発管理

10 NCGM ザンビア アフリカにおける臨床現場即時検査研修事業

11 味の素株式会社 
イノベーション研究所 ベトナム Nutrition Standard（栄養施策実施基準）に関する創設及び

設置促進のための研修事業

12 国立大学法人 香川大学 ブルネイ・
ダルサラーム 特定健康診査・特定保健指導を軸とした生活習慣病予防対策

13 学校法人順正学園
九州保健福祉大学 タイ 日本の医療技術普及を目指したタイにおける臨床工学技士養成

システムの確立

14 独立行政法人 国立病院機構
京都医療センター

ベトナム、
カンボジア 糖尿病足病変診療（フットケア）の医療技術支援事業

15 公益財団法人 結核予防会

ミャンマー、
フィリピン、
カンボジア、
ベトナム、
インドネシア

日本の感染症対策・制度（対策コース）及び結核診断検査技術
（ラボコース）の研修

16 学校法人 国際医療福祉大学       ベトナム、ミャンマー リハビリテーション分野及び先進的医療分野における海外人材
育成事業

17 JA 長野厚生連 佐久総合病院 フィリピン 日比における地域医療技術移転事業

18 学校法人佐久学園 佐久大学 タイ、ベトナム 高齢者看護ケア教育モデュールの開発

19 医療法人財団 松圓会 フィリピン 透析液の水質・清浄化管理に関する実践的技術研修プロジェクト

20 社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院 ラオス 病院管理研修「病院の質管理対策」

21 公益財団法人日産厚生会
玉川病院 インド メディカルエンジニア（ME）トレーニングプログラムの構築に

向けた日印医療人材交流事業
22 国立研究開発法人

国立長寿医療研究センター タイ 認知症医療に関する医療技術等国際展開推進事業

23 国立大学法人
筑波大学附属病院　　　　　　　　　ベトナム チョーライ病院での医療技術協力

24 株式会社ティーエーネット
ワーキング           カンボジア 放射線デジタル技術普及事業

25
国立大学法人 
東京大学大学院
医学系研究科
国際地域保健学教室

ガーナ、ミャンマー 母子継続ケア政策人材養成

26 一般社団法人
Medical Excellence JAPAN トルクメニスタン 人間ドック研修事業

27 国立大学法人 名古屋大学 タイ、ミャンマー、
ラオス がん早期発見・診断医養成プログラム

28 富士フィルム株式会社 メキシコ メキシコ公的医療機関における医療 IT 研修
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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国際医療協力局には、その事務局と雑誌編集委員会
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、局員の一部は学
会役員（理事、代議員） として学会運営も担っています。

　2015 年 11 月には「第 30 回日本国際保健医療学会学術大
会」が石川県金沢市で開催され、多くの局員が参加し、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 November 2015, the 30th Annual Academic Congress 
of JAIH was held in Kanazawa, Japan with the participation 
of many staff members and presentations of their studies in 
the field.


