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NCGMの戦略目標

国 際 協 力 ・ 国 際 貢 献
NCGMの機能

①
海外協力活動

④
研究推進

⑤
病院の国際化
モデル診療

渡航者健康管理

医療

研究

・海外拠点への専門家派遣
・支援のコーディネーターの

役割
・災害支援・邦人保護

・国際保健政策の研究
・拠点において研究実施

・渡航者の医療支援
・外国人診療

研究研究

国 際 協 力 ・ 国 際 貢 献
NCGMの機能NCGMの機能

医療医療

研究

医療

研究

2013（平成25）年9月からNCGM全体として国際展開に関する
事業などをどのように位置づけ、活動を行っていくかを議論す
るための検討部会が設置され、定期的に討議を行ってきました。
その結果、2014（平成26）年1月に「グローバル医療戦略・展開」
に関する提言をとりまとめました。提言を基にグローバル医療
戦略本部が発足し、定期的な本部会議開催を通じて、NCGM
としての国際展開のあり方を横断的・実質的に議論しました。
2014（平成26）年6月には「NCGMとしての国際展開（中間取り
まとめ案）」を策定、同年9月にはNCGMのグローバル医療戦
略として最終案をまとめました。

戦略では、NCGMは「人間の尊厳に基づき、医療・研究・教
育・国際協力の分野において、我が国と世界の人々の健康と福
祉の増進に貢献する」という理念に則り、国際協力を通じて国
際社会との架け橋となり、従来から行ってきた途上国を中心と
した活動に加え、広く、保健・医療の領域で、人道的でグロー
バルな社会の実現に貢献するための活動を行っていくことが肝
要であるとされました。これに際し、NCGMは病院、研究所、
国際医療協力局、看護大学校を含むすべての組織それぞれに
おいて、これまで培ってきた医療、研究、国際保健、人材育
成などに関するリソースを再び統合させ、最大限活用し、強化
することで、NCGMが一体となった国際展開に取り組む必要が
認識されました。

NCGMのグローバル医療戦略
Global Strategy

NCGMのグローバル戦略目標
新しい形の国際保健医療協力を展開する

日本の国際保健シンクタンク機能を牽引
する

国内外の国際保健医療・国際協力に関す
る人材育成を推進する（グローバル人材
の育成）

国際保健医療課題に関するイノベーティ
ブな実務研究を強化する（研究推進）

NCGM（病院）の国際化を推進し、ま
た日本の海外渡航者の健康管理を強化す
る（病院の国際化・モデル診療・渡航者
健康管理）

目標2

目標1

目標3

目標4

目標5



3

国 際 協 力 ・ 国 際 貢 献
NCGMの機能

・国際保健政策の研究
・拠点において研究実施

国 際 協 力 ・ 国 際 貢 献国 際 協 力 ・ 国 際 貢 献

政策上の
成果

③
グローバル人材の育成

②
情報収集

シンクタンク
  情報発信
政策提言

「
健
康
・
医
療
戦
略
」
の
推
進
・
寄
与

国際
保健

人材
育成

・海外研修生受入
・日本人専門家育成
・国際的な看護人材の育成

・拠点のもとで情報収集
・企業等へ海外情報の提供
・企業への助言
・行政機関等のシンクタンク
・国際会議での提言

私たちは、日本の国際保健医療協力の中核的機関とし
て、あらゆる国の人々が格差なく健康に暮らせる社会
を目指し、医療・保健衛生の向上を推進します。

国連の持続可能な開発目標（SDGs）に掲げられてい
る目標3「すべての人に健康と福祉を」の達成に向け、
乳幼児死亡率の削減や、妊産婦の健康改善、HIV／
AIDSやマラリアなどの病気の蔓延防止の達成、グロー
バルな課題である感染症対策、さらにはユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ（UHC）の進展において、開発途
上国をはじめ、さまざまな援助機関や国際機関と協調
し、課題解決に向けて取り組みます。

人材育成と仕組みづくりのノウハウ、国際的課題の解
決策を開発・展開する技術力、マクロ・ミクロレベル
の協調のための調整力など、私たちの経験豊かな知見
を結集し、効果的で質の高い国際保健医療協力を展
開します。

ミッション
　　　　　　　　　　Mission

国際医療協力局は、

地球上のすべての人々が

健康な生活を送ることが

等しくできるような世界を目指し、

開発途上国をはじめとする

世界の保健向上のために

専門性を提供し、

また、我が国にその経験を還元する。
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事業内容　Activities

国際医療協力局は、「保健人材」、「母子保健」、「疾病
対策」、「医療の質」、「ユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジ（UHC）」の5分野を国際保健医療協力活動の重点
テーマとして取り組んでいます。それぞれのテーマにお
いて、私たちが創立から30年以上にわたり培ってきた
経験とノウハウを活用しながら、人々の健康を守るた
めに必要な協力事業を効率的かつ効果的に推進してい
ます。

保健人材

開発途上国において公平な保健医療
サービスの提供を実現するためには、
質の高い人材を育成することが不可欠
です。NCGMは海外と国内における
研修事業を通じて、保健医療人材の
育成を実施しています。近年は研修の
実施にとどまらず、人材制度の整備に
対して政策的な支援も行っています。
アジアとアフリカを重点地域として、
保健医療に携わる人材の育成や関連
する法的基盤整備などにつき、技術
支援と政策提言を行っています。

母子保健

開発途上国で暮らす母親、新生児、
子どもに、強固な保健システムに裏打
ちされた質の高い、母子を中心とした
継続的なサービスが提供されることを
目指して、住民、保健医療従事者、
施設管理者、保健行政官の知識・技
術・モチベーションの強化と、その人
たちを取り巻く環境や制度の改善を、
技術支援、研究、 ネットワークづくりな
どを通じて支援しています。

5つの
       重点テーマ
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重点テーマ

国際的プログラムへの貢献

3つのコアビジネス

参加型開発とキャパシティ・ディベロプメント

援助協調と調整

開発途上国の保健医療の向上

母子保健 疾病対策 医療の質 UHC保健人材保健人材

疾病対策

開発途上国では、熱帯、へき地、貧
困などの要因から多くの感染症が蔓延
しています。その対策として、予防接
種の普及やHIV／AIDS 治療の推進
など、さまざまな課題に取り組んでい
ます。アジア、アフリカを中心に、三
大感染症（エイズ、結核、マラリア）、
インフルエンザ、ワクチン予防可能感
染症、寄生虫疾患などに関するフィー
ルド調査活動や研究を行っています。
また、サーベイランス、サービスの普
及、社会啓発、アウトブレイク対応、
研修管理、オペレーショナルリサーチ
などの疾病対策に必要とされるスキル
を活かし、開発途上国でのさまざまな
感染症対策に対応できる体制を構築
しています。

医療の質

開発途上国で保健医療サービスが信
頼され、安全・安心なケアが受けられ
るようにするためには、医療の質の改善
が欠かせません。医療事故を防止する
ための患者安全、院内感染対策など、
医療の質にはさまざまな側面がありま
す。医療の質の改善のためには、質を
自ら把握して改善していく組織文化が
求められます。5S-KAIZEN-TQMな
ど、日本には製造業から生まれた優れ
た質改善の手法があります。こうした手
法を活用し、途上国の医療現場におけ
る質改善に取り組んでいます。

UHC

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
とは、すべての人々が基礎的な保健医
療サービスを、必要な時に、負担可能
な費用で享受できる状態を指します。
この概念は2030年までの国際的な「持
続可能な開発目標（SDGs）」の目標3「す
べての人々に健康と福祉を」の主要な
ターゲットでもあります。保健医療サー
ビスの対象者、サービス内容ならびに
費用負担のできるだけ多くが、医療保
障制度によってカバーされることが求め
られます。NCGMはUHCの達成に必
要な諸条件について研究を進めるとと
もに、国際社会のUHCの取り組みと
パートナーシップを組みながら、UHC
の達成に貢献していきます。
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活動の歴史　Milestone

はじまりはカンボジア難民キャンプ
戦後30年を経て高度経済成長を遂げた日本は、世界への貢献
を求められるようになり、保健医療の分野でも国際協力が期
待されました。1979年、日本政府によりカンボジア難民キャン
プへの緊急医療援助が決定し、NCGMの前身である国立病
院医療センターも初めて医師を派遣しました。

その後も少人数ながら医師を派遣し続け、1986年10月に正式
に「国際医療協力部」が発足しました。当初は医師5名、事務
職2名。わずか7名でのスタートでした。

病院建設と医療技術協力
難民キャンプでの緊急援助から始まった活動は、次第に開発
途上国での保健医療分野の人材育成にも重点を置くようにな
りました。無償資金協力によって建設された病院に、数多くの
医療従事者を派遣し、診断・治療などを含めた医療技術支援
を実施しました。

活動を続けるなかで、病院での医療技術支援だけではごく限
られた人 し々か、その恩恵を被ることができない現実に直面し
ました。地域の保健医療を担う行政への支援の重要性が高ま
り、医療施設を中心とした地域保健医療システムづくりへと活
動の軸足をシフトしていきました。

国立研究開発法人への道のり
1993年、国立国際医療センターに改組。国際医療協力部から
国際医療協力局に改称しました。2010年には独立行政法人国
立国際医療研究センターに改組され、国際医療協力局から国
際医療協力部に改称しました。2012年には国際医療協力部か
ら国際医療協力局へ再度改称。2015年、国立研究開発法人
国立国際医療研究センターに改称され、現在に至ります。
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地域保健医療の仕組みづくりへ
地域の病院・診療所・保健センター、医療従事者、行政・教
育などの関連機関、住民組織など、病院を取り巻く地域全体
と連携し、地域保健行政機関とともにその国の保健医療の仕
組みづくりを支援する組織へと転換しました。

援助協調と政策支援への展開
保健医療分野では、援助の効果向上のため、さまざまな援助
機関や組織が協力して支援活動を行う「援助協調」が主流に
なってきています。国際医療協力局も、さまざまな国際会議や
調査団などに参加しているほか、2009年から保健システム強
化に関するWHOの協力センターにも指定されるなど、現場に
根ざした知見を国際社会に還元しながら活動し、援助協調に
貢献する活動に努めています。

また、かつての技術支援中心から政策支援中心に援助の内容
も変化しつつあります。

グローバルヘルスのシンクタンク発足
2016年、局内にグローバルヘルス政策研究センター（iGHP）
が発足し、グローバルヘルスのシンクタンクとして活動を開始し
ました。

2018年、NCGMは設立150周年を迎えました。ナショナルセ
ンターとなって25周年にもあたります。国際医療協力局は、同
年設立32年目を迎えました。
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■ 長期合計
■ 短期専門家
■ 調査
■ 国際会議
■ 業務研究
■ 厚労展開事業
■ 民間からの委託
■ その他研修など

2012年度
2013年度

2014年度
2015年度

2016年度
2017年度

専門家派遣数推移

技術協力　Technical Cooperation

国際医療協力局は開発途上国の保健医療分野の課題
解決のため、各国と日本政府との協議によって採択さ
れた技術協力案件に、公衆衛生専門家や医師、看護
師、助産師などの医療専門家を派遣しています。

技術協力には、開発途上国の人々が健康な生活を送る
ために必要な保健医療制度を強化するもの、医師・看
護師・助産師などの保健医療人材を十分に育成するた
めの仕組みを作るもの、感染症を予防する技術を普及
させるものなど、さまざまな種類があります。

専門家は人々に直接的な医療サービスを提供するので
はなく、アドバイザーとして相手国の行政や保健医療
施設の担当者と具体的な課題を見極め、その解決策を
ともに考え、必要な技術や知識を伝えながら国全体の
公衆衛生環境の向上に取り組みます。技術協力の成果
が開発途上国に継続的に根付くように、相手国の主体
性（オーナーシップ）を尊重することを重視しています。
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社会の持続可能性は、貧困、紛争、基礎教育の
不足などの要因によって脅かされますが、極度
な健康格差も持続性を阻む要因です。健康格差
は開発途上国特有の問題であるだけではなく、
先進国にとっても重要な問題です。

また、グローバル化が進むなかで国境を越えた
ヒト・モノの往来が増加し、SARS、新型イン
フルエンザ、エボラウイルス病といった感染症
の世界規模での拡大の脅威が増しています。グ

国際医療協力局は、これまで日本政府の要請により、世界各
地で発生する自然災害による健康危機に医療チームを派遣す
る国際緊急援助を実施してきました。2011年の東日本大震災
では、地震発生直後から被災地に医療チームを派遣し、その後、
宮城県東松島市に保健行政復興の支援を行いました。2016年
7月には、コンゴ民主共和国における黄熱病の流行に対して、
前年に設置された国際緊急援助隊・感染症対策チームの派遣
隊員として、局員が支援活動に従事しました。

ローバルな健康危機に対する備えは、国際社会
の持続可能性にとって重要な課題です。

2015年9月に国連サミットで合意された「持続
可能な開発目標（SDGs）」のなかに「あらゆる
年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する」が含まれています。この世界
共通の目標を達成するために、NCGMの個々の
技術協力も位置づけられ、持続可能な社会のた
めに実施されています。

持続可能な社会のために　

▶健康危機管理への貢献
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人材育成　Human Resource Development

国際医療協力局は、開発途上国の人々や日本人を対象
に豊富な研修機会を提供し、保健医療分野の人材育
成を行っています。

開発途上国から若手行政官や保健医療人材を研修員として受け入れ、各国の公衆衛生環境の向上や保健
医療制度の強化につながる研修プログラムを実施しています。日本での研修を通じて、専門知識と技術を
学び、自国の現場でさまざまな改善に取り組める人材の育成を目指しています。また、研修機会は日本の良
き理解者を増やし、各国との一層の友好関係づくりにも貢献しています。

カウンターパート研修
開発途上国で実施する技術協力プロジェクトにおいて、相
手国の受入れ担当者となる行政官や技術者をカウンターパー
トと呼びます。国際医療協力局では、技術協力プロジェク
トをより効果的に進めるため、各国からカウンターパートを
研修員として受け入れ、プロジェクトの目的に沿った研修
機会を提供しています。

院内感染管理指導者養成研修
開発途上国から病院職員や管理者を受け入れ、院内感染
の予防対策に必要な知識や技術を学ぶ機会を提供してい
ます。手洗いや消毒などの基本的な予防対策をはじめ、
感染経路別の予防対策、病院の組織体制、スタッフ教育
など、院内感染の予防と発生した際の対応策について理解
を深めています。

アフリカ仏語圏地域妊産婦の
健康改善（行政官対象）

アフリカの仏語圏地域の国々から保健省担当者と地方行
政官を研修員として受け入れ、「継続ケア」という取り組み
を基盤にした、より良い母子保健サービスについて学ぶ研
修を実施しています。継続ケアとは、母・子・家族に妊娠
から出産、産後の子育てにいたるまで、ライフスタイルに応
じた継続的な保健医療サービスを提供することで、顔の見
える医療従事者に見守られ、支えられているという安心感
を与えることができるという取り組みです。

研修では、研修員が自国の実情に合わせ、より良い母子
保健サービス提供のための活動計画案を策定できるように
なることを目標としています。

海外の人材を育てる
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研修受け入れ実績 : 開発途上国研修員数推移 研修受け入れ実績 : 日本人研修員数推移
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日本人向けには、グローバルに活躍できる保健医療人材の育成を目的に、さまざまな講座や研修コースを
提供しています。国際保健医療協力の活動には、専門知識に加え、マネジメント力や調整力、コミュニケー
ション力などが強く求められます。研修では、国際保健医療協力に関する基礎知識と実践力がバランス良く
学べる内容を重視し、講義だけでなく、ワークショップやディスカッション、海外でのフィールドワークなど
の参加型プログラムを充実させています。多くの若い人材が学びの機会を通じて国際協力への関心を高め、
グローバル保健医療人材としての将来的なキャリアビジョンを描く契機になることを目指しています。

国際保健基礎講座
国際保健医療協力を目指す人たちが継続的に学びを深め
ていく機会として、一般の方を対象に毎年5月から3月まで
の期間に全10回（3時間／回）の講座を開催しています。各
回のテーマに合わせ、国際医療協力局の専門家が現場で
の事例を交えながら国際保健医療協力に関する基礎的な
知識と技術をレクチャーします。ワークショップやディスカッ
ションを取り入れた参加型プログラムも充実しています。

国際保健医療協力研修
国際保健医療協力を担う日本人の人材を養成するためのよ
り実践的な研修として「国際保健医療協力研修」を実施し
ています。専門家による「講義」、問題解決方法に関連し
た手法を学ぶ「計画立案実習」、ならびにフィールド実習で
国際協力の現場を体験する「フィールド研修」の3部構成に
よって国際保健医療協力を多角的に学べるコースになって
います。

国際保健医療協力レジデント研修
NCGMの後期臨床研修課程のレジデントを対象に、国際
保健医療協力研修を実施しています。国際医療協力局に3
カ月間在籍し、国際保健医療の基礎的な知識や開発途上
国の保健医療の現状と課題について学びます。国際保健
医療協力研修にも部分参加するほか、開発途上国でのフィー
ルド実習にも取り組み、実際の国際保健医療協力活動に
ついて理解を深められる構成になっています。

国際臨床フェロープログラム
小児科／産婦人科／救急科などの後期臨床研修を終了し
た若手医師を対象に、国際医療協力局に1年間所属して保
健医療分野の国際協力について実践的に学ぶプログラムを
実施しています。国際医療協力局の専門家の指導のもと、
プロジェクトの検討、活動の計画策定、約半年間の海外
派遣などに取り組んでいます。

看護職海外研修
NCGMのセンター病院と国府台病院の看護師を対象に実
施しています。国際保健医療協力の基礎的知識の習得と、
開発途上国への研修ツアーを通じて、国際的な視点を持っ
て看護活動ができる看護師を養成します。

日本のグローバルヘルスを担う人材を育てる
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国際展開推進事業　
The International Promotion of Japan's Healthcare Technology and Services

我が国は、国民皆保険のもと、世界最高レベルの健
康寿命と保健医療水準を達成しました。今後は、長年
培ってきた日本の経験や知見を活かし、ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成に向け、医療分野
における国際貢献を果たしていくことが重要な課題で
す。このため、厚生労働省は、医療の国際展開のため、
各国の保健省との協力関係の樹立に尽力しています。

医療技術等国際展開推進事業では、国際的な課題や
我が国の医療政策、社会保障制度などに深い見識を
持つ者、および日本の医療従事者や医療関連産業の

技術者を関係国へ派遣します。さらには諸外国から医
療従事者や保健・医療関係者の受け入れを実施しま
す。これらを通じて、我が国の公的医療保険制度をは
じめとした医療制度に関する経験の共有、医療技術の
移転や高品質な日本の医薬品、医療機器の国際展開
を推進します。この事業は、日本の医療分野の成長を
促進しつつ、相手国の公衆衛生水準および医療水準
の向上に貢献することで、国際社会における日本の信
頼を高め、日本および開発途上国の双方にとって、好
循環をもたらすことを目的とします。

インドネシア
スリアンティ・サロッソ感染症
病院への院内感染対策およ
びトラベルクリニックに関す
る技術提供

カンボジア
子宮頸がん検診のための病
理人材育成と体制整備事業、
看護臨床指導能力強化など
8事業

ラオス
看護臨床指導能力強化、アジ
アにおける放射線・臨床検査・
ME 部門の技術支援事業な
ど4事業

タイ
3事業

ロシア
1事業

モンゴル
1事業

※2017年7月現在2017年度国際医療技術等国際展開推進事業

ザンビア
アフリカ検査機器認証およ
び技術能力強化事業など2
事業

タンザニア
アフリカ検査機器認証およ
び技術能力強化事業

インド
2事業

ベトナム
開発途上国における小児が
んの診療能力強化、看護臨
床指導能力強化、医療の質・
安全にかかるマネジメント能
力強化、ベトナム拠点を通じ
た臨床部門における人材育
成など11事業

フィリピン
被災地における子どものメ
ンタルヘルスに関する研修
事業など3事業

マレーシア
ASEANにおける透析医療
の推進事業

ミャンマー
看護臨床指導能力強化、開
発途上国における小児がん
の診療能力強化など8事業
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新規事業　Collaboration with Private Companies

国際医療協力局は、これまでの経験をもとに企業・団
体から、海外の保健医療事情に関する相談を受けて
います。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しています。

http://kyokuhp.ncgm.go.jp/activity/internal/consult/index.html

特定非営利活動法人ワールド・
ビジョン・ジャパンが実施する
エチオピア母子保健事業（日本
NGO連携無償資金協力事業）
に関する現場での技術的助言と
ベースライン調査に関する助言
を行いました。

株式会社エアロセンスが実施す
るザンビアにおける小型無人航
空機（ドローン）を用いた物流サー
ビス普及促進事業の現場におけ
る技術的助言を行いました。

株式会社アペレが製造するビリ
ルビンメーターをベトナムに導入
するため、ベトナムの保健事情
や医療制度についての情報提
供、同国保健省や病院の関係
者への橋渡しなどを行いました。
2017年現在、同社は現地に生産
工場を設立して展開しています。

2016年度以降の新規事業

▶

1 2 3

写真提供：株式会社エアロセンス 写真提供：株式会社アペレ
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国際保健医療研究論文数の推移

研究　Global Health Research

国際医療協力局は健康格差のない世界を目指し、国
際保健医療協力の効果的な推進に必要な研究に取り
組んでいます。多くの開発途上国に活動フィールドをも
つ国際医療協力局ならではの高い専門性を活かして、
技術協力プロジェクトの知見を収集・評価し、その成
果を国際保健の向上に積極的に還元しています。

研究は、NCGMが推進する研究活動の一環として国
際医療研究開発費を活用。主に疾病対策、母子保
健、保健システム強化の3つの領域で、開発途上国の
保健医療に関するテーマを取り扱っています。

また、研究活動を通じて、グローバルナレッジの創出
を効果的・効率的に実施する体制の強化や、研究内容
の科学的な精度と活動現場の状況に応じる柔軟性との
バランスを重視した研究方法論の確立にも注力して取
り組んでいます。
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国際医療協力局は、これまでの国際保健医療協力の
経験をもとに、厚生労働省、外務省、国際協力機構

（JICA）、世界保健機関（WHO）などに対して、国際
保健医療の技術的助言を行っています。具体的には、
世界保健総会、WHO 執行理事会、グローバルファン
ド理事会など、国際保健医療政策に関連する国際会
議の議題について、厚労省や外務省に、これまでの経
験と現場の情報を反映した技術的助言を提供するとと
もに、日本代表団の一員としてそれらの会議に参加し
ています。世界保健総会については、採択された決議
文書の日本語の抄訳（仮訳）を、ホームページ上で公開
し、関係者間の情報共有を促進しています。

WHO西太平洋事務局などの主催する各種技術諮問会
議への参加、JICAが実施する技術協力プロジェクト
の調査団への技術参与としての参加も行っています。
そのために、日常的に厚生労働省国際課、外務省国
際保健政策室、国際協力機構人間開発部などとは、
緊密な情報交換を行い、関係構築に努めています。

シンクタンク機能（政策支援）　　　　　　　　
Think Tank Function
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グローバルヘルス政策研究センター　
iGHP

世界中で政治的混乱、紛争や災害に関わる人道的危
機が起こる今日において、自国だけでなく世界規模で
問題に向き合い解決していく姿勢は安全保障やマクロ
経済戦略で最も重要な課題の一つです。そのなかに
あって、国際社会全体で人々の健康問題に焦点をあて
ソリューションの構築や実施に取り組む「グローバルヘ
ルス」は、持続可能な世界平和や進展に必要不可欠と
いっても過言ではありません。

2016年5月に開催されたG7伊勢志摩サミットでも、グロー
バルヘルスの発展に具体的な尽力を重ねていくことで
参加各国にて合意形成がなされました。こうした世界
的な潮流のなかでも、議長国である日本が特に注力し
たのが、保健・医療システムの改革です。「健康先進国」
としての知見や実績を世界へ発信することを目的に、
国内におけるグローバルヘルス政策の重要機関として
2016年10月にグローバルヘルス政策研究センター（iGHP）
は設立されました。

iGHPには、グローバルヘルスシステム・イノベーション
研究科、グローバルヘルス外交・ガバナンス研究科、
ならびにグローバルヘルス指標・評価研究科が設置さ
れています。
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国内外連携　Global Collaboration

WHO協力センター

国際医療協力局は、2009年から世界保健機関
（WHO）の「保健システム研究」に関する協力セン
ターに指定されています。WHO協力センターは、
WHOの活動プログラムを国際的に展開するために
指定される拠点で、約80カ国にある800以上の研
究施設や大学研究室が協力しています。

国際医療協力局は、研究や調査、人材育成などの
活動を通じて保健システム強化に関するWHOの政
策や戦略の推進に協力しています。また、開発途
上国で導入済みの保健医療分野の解決策がその
国の保健システムに与える影響の調査や、研究活
動の計画立案の協議にも参画しています。

長崎大学連携大学院

国際医療協力局は、2012年から長崎大学国際健
康開発研究科（2015年、長崎大学大学院熱帯医
学・グローバルヘルス研究科に改組）の連携大学
院として、将来的に国際社会で活躍できる公衆衛
生の専門人材の育成に協力しています。国際保健
医療協力の専門家による講義や研究指導のほか、
海外でのフィールド実習の機会なども提供していま
す。また、開発途上国から来日する研修員の教育・
研修機会としても連携大学院を活用しています。

2017年5月には、長崎大学NCGMサテライトが開
所されました。サテライトキャンパスでは、基本的
に自宅や職場等で講義を Web 上で聴講し、夜間・
休日に登校するという社会人専用のコースが開設さ
れています。
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グローバルネットワーク　
　　　　　　Global Network

国際医療協力局は、世界の健康問題の解決に向
け、さまざまな国や機関と連携しています。世界
保健機関（WHO）や開発途上国政府、研究所、
大学院など、グローバルに広がるネットワークを活
かし、国際保健に関する情報の共有や質の高い共
同事業を推進しています。

NCGMは、アジアを中心とする開発途上国に海外
拠点を設け、現地に事務所や職員を配置していま
す。国際医療協力局が主として運営に携わってい
るのは、ベトナムのバックマイ病院とチョーライ病
院、カンボジアの国立母子保健センター、ラオス
の国立熱帯・公衆衛生院、ミャンマー保健省の4
カ国5カ所が挙げられます。その他、ネパールのト
リブバン大学医学部、インドネシアのスリアンティ・
サロッソ感染症病院、フィリピン大学マニラ校とは、
協力協定を締結しています。

❶ ベトナム
バックマイ病院

NCGMのベトナム拠点として、2005
年にベトナム北部ハノイ市にあるバッ
クマイ病院に事務所を開設しました。
HIV／エイズや結核、院内感染対策
などの共同研究や、保健人材の育成
などの国際協力活動を行っています。
バックマイ病院は1995年に国際医療
協力局が技術協力を開始した病院
で、ベトナム国内の医療の向上に多
大な貢献をしてきました。NCGMと
のこれまでの成果と信頼関係を基盤
に、ベトナム保健省の承認を得て協
力協定を結び、日本とベトナム双方
の保健医療に貢献する活動を続けて
います。

❷ ベトナム
チョーライ病院

2014年にベトナム南部ホーチミン市
にあるチョーライ病院と協力協定を
締結し、医療技術や病院管理に関す
る指導や研修、感染症や生活習慣病
に関する共同研究を推進しています。
チョーライ病院は1971年に日本政府
の無償資金協力により建設されたベ
トナム南部最大の病院で、医療およ
び医療人材育成の中核を担うなど、
国内で高い信頼を得ている医療機関
です。NCGMからも数多くの医師や
プロジェクトリーダーを派遣するとと
もに、ベトナムからの医療人材の研
修員を受け入れてきました。これまで
の信頼関係を基盤にベトナムの保健
医療の向上に貢献していきます。
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ネ ッ ト ワ ー ク の 広 が り

❸ カンボジア
国立母子保健センター

カンボジア国立母子保健センターは、
診療、研修、保健行政の3つの機能
を持ち、最も多くの年間出産数を誇
る母子保健分野の中核機関です。こ
れまで20年間にわたりNCGMの医療
人材を派遣して支援してきた実績を
背景に、産科医療、新生児医療、母
子保健に関連する技術支援、研究、
人事交流、研修に関する協定を結び、
連携を強化しています。

❼ インドネシア
スリアンティ・サロッソ

感染症病院

2017年度から、厚生労働省の医療技
術等国際展開推進事業にて、NCGM
の国際感染症センター（DCC）がスリ
アンティ・サロッソ感染症病院に対し、
院内感染対策およびトラベルクリニッ
クに関する技術提供を実施中です。
NCGM臨床研究センターは、国際共
同臨床治験を、スリアンティ・サロッ
ソ感染症病院に加え、ベトナムのバッ
クマイ病院、フィリピンのフィリピン
大学、タイのマヒドン大学を含めて準
備しています。

❺ ミャンマー
保健省

NCGMはJICAプロジェクトなどを通
じてミャンマーの保健医療人材の育
成や感染症対策に貢献してきました。
2014年4月、これまでに醸成された協
力関係を基盤に、ミャンマー保健省
保健局と共同研究に関する協定を締
結しました。今後、共同研究とそれ
に関連する人材育成がより一層進展
することが期待できます。

❹ ラオス
国立熱帯・公衆衛生院

国立熱帯・公衆衛生院はラオス保健
省の直轄組織で、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。NCGMから派遣された保健省ア
ドバイザーの事業として、県や郡の
病院長や行政官を対象としたマネジ
メント研修をはじめ、2013年に開始
したラオスの研究能力強化のための
共同研究など、同国の保健医療の向
上に向けたさまざまな活動を行ってき
ました。また、共同研究の一環で「ラ
オス国家保健研究フォーラム」への
支援も行っています。

仏語圏アフリカ
保健人材管理ネットワーク

2012年から人材開発の課題解決に向
け、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、
コンゴ民主共和国など仏語圏アフリ
カ地域10カ国の保健医療行政関係者
のネットワークを構築しています。ネッ
トワーク総会を開催するなど、メンバー
国間の情報共有を図り、各国の組織
体制の強化を推進しています。

❽ フィリピン
フィリピン大学マニラ校

2018年1月、NCGMと同校は包括研
究協力協定を締結しました。今後、
研究者などの人材交流、卒後教育・
トレーニング、研究集会などの共催、
学術情報や試料などの交換、学部な
らびに大学院の学生の交流、共同研
究開発の検討等が実施される予定で
す。国際医療協力局も感染症疫学研
究などについて共同研究を模索して
いきます。

❻ ネパール
トリブバン大学医学部

トリブバン大学医学部は、1980年に
日本の無償資金協力でされたネパー
ル初の医学部です。NCGMから多数
の医療人材を派遣して技術支援を実
施してきた実績を背景に、2013年に
協定を結びました。感染症や生活習
慣病に関する共同研究や人材育成な
どで連携を強化し、ネパール全土の
保健医療の向上に取り組んでいます。

NCGM 国際医療協力局が協力事業を実施している国

NCGM 国際医療協力局が過去に協力事業を実施した国

（2018 年3 月現在）
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