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　国立国際医療研究センター（以下、NCGM）国際医療協力
局は、昭和 61（1986）年に国際医療協力部として創設され
て以来、日本における国際保健医療協力の中核的機関として、
国内外の機関と連携・協力しながら開発途上国の健康改善を
目指し活動して参りました。

　平成 27（2015）年は、我々をはじめ、開発途上国とそこ
で開発協力に携わる機関にとって特別な年でありました。平
成 12（2000）年の国連ミレニアム・サミットにおける国連
ミレニアム宣言にて、世界が一致団結して達成すべき 8つ
の目標であるミレニアム開発目標が掲げられましたが、その
達成年が平成 27（2015）年でした。いずれの目標に対して
も大きな改善が報告されましたが、すべての目標が達成され
たわけではありませんでした。例えば、その目標の１つであ
る「妊産婦の健康の改善」に関しては、「2015 年までに、妊
産婦の死亡率を 1990 年の水準の 4分の 1に削減する」とい
うターゲット項目がありますが、世界全体では 45％にとど
まりました。

　そのような中、我々が国際協力機構（JICA）と協力して長
年支援してきたカンボジアとラオスが、数少ない妊産婦死亡
削減目標の達成国となったことは、我々にとって大きな自信
となりました。このほか、国際医療協力局では、ミャンマー
の政治的な変動の中においても、保健医療分野に対する日本
の継続的な支援の一翼を担うなど、アジア諸国で様々な保健
医療協力を行っています。また、アフリカではコンゴ民主共
和国、ザンビア、セネガルにおいて、保健人材開発、ユニバー
サルヘルスカバレッジ、母子保健など、様々な課題に取り組
んでいるところです。

　平成 27（2015）年は、別の意味でも我々にとって特別な
年となりました。NCGMでは平成 26（2014）年 9月にグロー
バル医療戦略を策定し、国際医療協力局だけでなく、NCGM
全体としてより主体的にグローバルヘルスに貢献することを
決意し、平成 27 年（2015）年度はその具体的な活動が開始
された年でありました。まず、同戦略の第 1の目標として
掲げられた “ 新しい形の国際保健医療協力の展開 ” として、
日本の保健医療の経験や知見を世界に活かすことを目指した
「医療技術等国際展開推進事業」を厚生労働省の委託を受け
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   The Bureau of International Health Cooperation, National 
Center for Global Health and Medicine (NCGM) has been 
engaged in global health as a key institute in Japan since 
1986 in collaboration with many national and international 
organizations.

   The year 2015 was a milestone year for the world, 
especially for developing countries and various agencies 
active in global health, including NCGM. At the Millennium 
Summit of the United Nations in 2000, the world leaders 
from 189 member states set 8 ambitious goals aiming at 
reducing poverty, called the Millennium Development Goals, 
to be achieved by 2015. Many admirable achievements were 
reported.

   Although maternal mortality has declined by 45% since 
1990, only few countries were able to attain the target of 
a “Reduction to one fourth”. However, it was encouraging 
that Cambodia and Lao People Democratic Republic (PDR), 
countries where we have been engaged in maternal and 
child health for long time in collaboration with Japanese 
International Cooperation Agency (JICA), were among the 
countries which could achieve the target. We continued to 
support Myanmar, despite politically difficult times and the 
country is now advancing into a new era of development. 
In  Af r ica ,  we are  cooperat ing Congo Democrat ic 
Republic, Zambia and Senegal in health human resource 
development, maternal, neonatal and child health, and 
universal health coverage.

   2015 was also noteworthy for other reasons. We could 
launch new projects under the Global Health and Medicine 
Strategy, which the entire NCGM, including our bureau, 
developed in September 2014. The strategy aims at 
implementing new schemes for international cooperation. 
We could launch the program, International Promotion of 
Japan’s Healthcare Technologies and Services, which was 
consigned by the Ministry of Health, Labor and Welfare 
(MHLW). According to the second objective of the strategy, 
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て開始しました。また、第 2の目標である “日本の国際保健
シンクタンク機能の牽引 ”に関しては、グローバルヘルス政
策研究センターの設立の準備をするとともに、G7 伊勢志摩
サミットなどの国際情勢を見据え、厚生労働省内に立ち上げ
られた国際保健に関する懇談会のワーキンググループのメン
バーとして、国際保健政策の立案に貢献できる日本人の養成
戦略の作成に参加しました。

　研究分野では、現場の知見に基づいた保健システムに関わ
る研究成果を精力的に発信し続けています。また、今後の
NCGM独自の海外展開に向け、ラオス公衆衛生院との共同
研究・活動の覚書も交わしました。

　このように、国内外を問わず、よりダイナミックにグロー
バルヘルスに貢献できる組織を目指し、これからも一層の努
力を続けていく所存であります。引き続き、皆様のご指導ご
鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

  平成 28 年 3月

  国立国際医療研究センター
  国際医療協力局長　宇都宮　啓

“To be a leading think tank in Global Health in Japan,” we 
began preparations for the research center for global health 
policy. In addition, we actively participated in the technical 
working group of the advisory panel for Global Health set 
up in the MHLWto develop a strategy for human resource 
development in the international health policy. 

   In health research, we actively publicized the results of 
our research, especially regarding the health system. We 
exchanged memorandums of understanding with Lao 
National Institute of Public Health in order to accelerate our 
field studies and other activities in Lao PDR. 

   As mentioned above, we envision a more dynamic 
institute that contributes to Global Health. Your continued 
collaboration and cooperation is highly appreciated. Thank 
you for your understanding and support.
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