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国際保健分野への取り組み

02

2016 年、我が国は G7 議長国として国際保健分野のアジェンダ設
定と推進において、近年類を見ないリーダーシップとプレゼンスを
発揮しました。我が国に豊富に存在する保健医療の知見により世界
に貢献し、世界の議論を我が国の保健医療に還元していきます。

02

厚生労働省と医系技官の役割
国際保健は、国境を越える感染症対策などの健康危機管理をはじめ、厚生労働省のミッショ
ンである国民生活の保障や公衆衛生の向上に直結する分野であると共に、外交や開発援助
においても国民皆保険などの日本の知見を活かしやすい分野としても重要となっていま
す。日本や世界の保健課題の解決に向けて、関係省庁及び官民が一体となって取り組んでい
る中、保健、医療、介護、福祉を所管する厚生労働省の役割は大きく、特に、医系技官は、その
専門的知識を生かした貢献が期待され、実際に核となって世界保健機関（WHO）などの国際
機関や国連日本政府代表部を含め、国内外で活躍しています。

最近の主な国際保健関連会議

2017

OECD 保健大臣会合（1 月・パリ）
G20 保健大臣会合（5 月・ベルリン）
第 70 回ＷＨＯ総会（5 月・ジュネーブ）
G7 保健大臣会合（11 月・ミラノ）

第 71 回国連総会

2017
Ｇ7 神戸保健大臣会合

９月・神戸

特に高齢化対策に焦点を当て、タイ、
シンガポール、ラオス、ミャンマーの

国連 AMR ハイレベル会合で演説

大臣を招待して、G7 各国と一緒に議

しました。国連ハイレベル会合で

論しました。

保健課題が取り上げられるのは、
HIV/AIDS、非感染性疾患（NCDs）

G7 神戸保健大臣会合で議論された３つの課題

についで３度目のことです。

8 月・ナイロビ

1

３つの分科会のうち１つは保健を
テーマとし、厚生労働大臣として
初めて TICAD に出席した塩崎大

2

臣が、世界銀行総裁とともに共同
議長を務めました。本分科会では
公衆衛生危機への対応強化や
UHC を議論しました。

5 月・ジュネーブ
WHO 総会は、全加盟国（194 カ国）
が出席する WHO の最高意志決定
機関です。年に１回、毎年５月に開
催 さ れ ま す。今 般 の 総 会 で は、

3

公衆衛生危機（国際的な感染症の流行など）に対する
国際保健の枠組み強化

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成と
生涯を通じた健康増進
UHC とは、全ての人が必要なときに負担可能な費用で基礎的保健サービスを利
用できる体制のことであり、高齢化の進展や生活習慣病の増加により、世界的な
課題となっています。
会合では、UHC の推進に向け 50 年以上に渡り国民皆保
険を持つ日本の経験を踏まえ、
高齢化対策の基盤等について議論しました。

感染症の薬剤耐性（AMR）への対応強化と
研究開発（R&D）の推進

認されました。

国の閣僚級が出席しました。国際保
健において脅威となりつつある感
染症の薬剤耐性（AMR）について、
今後の方策を議論し、その成果を伊
勢志摩サミット等につなげました。

の場で国際保健が重要なアジェンダになって

４月・東京

大臣官房
技術・国際保健総括審議官
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回アフリカ開発会議（TICAD VI）を開催し，国
際保健を重要議題として取り上げました。ま
た，これらの開催に向けた様々な会合を開催

エボラ出血熱流行の経験から、世界の感染症に
よる公衆衛生危機への備えと対応を強化する
ため、昨年 G7 議長国としてグローバルな議論
をリードし、具体的な取組を進めました。世界
で最も保健医療水準が高く、高齢化が進んだ国
大臣官房審議官
（国際保健医療展開担当）

山本 尚子

外務省国際協力局
地球規模課題総括課
国際保健政策室 室長

日下 英司

きそうです。

ますます包括的なアプローチが求められるよう

健康で安心できる世界を作ることに貢献する

になった国際保健に対し、文科省や財務省、国際

責任があります。

機関や大学、民間も含め、多くの専門組織がチー
ム・ニッポンとして戦略を編んでいます。昨年
はエボラウイルスのような国際的に脅威となる

細菌やウイルス、寄生虫などは、時に病を起こ
し、
時に益をもたらしながら、
人類と共存してきま
した。
しかし、この共存のバランスが崩れると、新

内閣官房
国際感染症対策調整室
企画官

田中 剛

Go TANAKA

感染症に関するＧ７サミットの議題検討におい
て、官邸として主導する立場を担いました。
各々
の強みを引き出し、医療・公衆衛生の観点から
国内施策とも連動させることで、相乗効果を生
み出しています。

興再興感染症や AMR と化し、人類を襲ってき
ます。
これらと闘うべく、
アジアや世界の模範とな

Kazunari ASANUMA

る 国 内 感 染 症 対 策 に取り組んでいます。特 に
AMR については、アジア AMR 東京閣僚会議や

医師が外交官として世界の保健課題に立ち向かう
「2030 アジェンダ」の 17 ゴールの柱である保

G7 サミット等を通じ、わが国の対策をアピール

健分野を強力に推し進めることにより、貧困、

してきました。
ぜひ、
一緒に仕事してみませんか !

教育、ジェンダーなど他分野も同時に進むよ
う、外交交渉を行うことは外交官の醍醐味で

５月・伊勢志摩

湖サミット以来、8 年ぶりに議長国

ました。この流れは 2017 年以降もしばらく続

主導力が求められている日本の国際保健外交

として、日本は国際社会と経験を共有し、より

A time for war, and a time for peace.

浅沼 一成

日本は、2008 年の G8 北海道洞爺

し，保健に関する国際的な議論をリードしてき

Eiji HINOSHITA

Naoko YAMAMOTO

す。また、2016 年に塩崎厚生労働大臣が世界

日本の課題解決が世界の課題解決へ
2016 年我が国はＧ７議長国として、健康危

を務め、保健を重要議題として取り

機、ＵＨＣ、高齢化など国際保健のアジェンダ

上げました。公衆衛生危機への対応、

形成に大きなリーダーシップを発揮しました。

UHC の推進、AMR への対策をまと

国際連合
日本政府代表部

鷲見 学

の首脳が集結する国連総会に出席し、保健分野
参事官

での日本のリーダーシップを示すことができ
たのは誇りです。

Manabu SUMI

私は、実務担当として、合意文書の交渉など

めた「国際保健のための G7 伊勢志

に携わりました。世界有数の健康長寿国が人

摩ビジョン」が示されました。
大臣官房国際課
国際保健企画官

江副 聡

Satoshi EZOE
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昨年，我が国は G7 議長国となるとともに第６

て一緒に世界の健康と発展に貢献しましょう。

日本は国際保健をリードする責任がある

健康局結核感染症課
課長

2016

国際保健は，日本の外交上，旬を迎えています。

います。その最前線で活躍する医系技官となっ

Yusuke FUKUDA

こうした議論は「神戸コミュニケ」としてとりまとめられ、世界の国際保健のアジェ
ンダ形成に大きく貢献しました。

Ｇ７伊勢志摩サミット

国際保健は，日本の外交上，旬を迎えている

福田 祐典

既存の抗生物質では治療効果のない感染症が増加しています。会合では、医療、
農業、畜産業、環境など、抗生物質が使用される様々な分野が共通して取り組む
「ワンヘルス・アプローチ」の推進や新たな抗生物質の研究開発を促すための
方策などについて議論しました。

ための組織改革が加盟国により承

され、アジア太平洋地域から 12 カ

た知恵の総力戦に変化し、G7 を含む国際政治

感染症は国境を容易に越えるため、発生国だけでなく、国際社会全体の公衆衛
生危機への対応能力を強化することが必要です。会合では、公衆衛生危機管理
の中核機関であるＷＨＯが果たすべき役割や各国の公衆衛生危機対応能力の
強化に向けた取組などについて議論しました。

WHO の危機管理能力を強化する

我が国とＷＨＯの共催により開催

と平等なアクセス等、世界共通課題の解決向け

た。UHC に関するセッションでは、

として初めて国連総会に出席し、

アジアＡＭＲ東京閣僚会議

康寿命の延伸、食品安全、医療イノベーション

G7 各国保健大臣の他、WHO や世界
べき役割と責任について議論しまし

塩崎大臣が我が国の厚生労働大臣

第 6 回アフリカ開発会議（TICADVI）

国際保健の取り組みは、感染症、生活習慣病、健

銀行も参加して、我々が今後果たす

9 月・ニューヨーク

第 69 回ＷＨＯ総会

グローバルヘルスのパラダイムシフト

類未曾有の高齢化をどう乗り切るか、日本の
課題の解決が世界の貢献にもなる時代に入り
ました。保健医療で世界をリードしていきま
しょう。

TOPICS 02 - 国際保健への取り組み

24

