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「 日本 にお け る倫 理 的連携 の た めの コ ンセ ンサ ス 。フ レー ム ワー ク」合意 につ い て

拝啓

時下 ます ます ご清祥 の こ ととお 慶 び 申 し上 げます。平素 よ り格別 の ご高配 を賜 り

厚 くお礼 申 し上 げます。

7月 20日 、東 京 で 開催 され た 2018ア ジア太 平洋 経 済協 力会議 (APEC)ビ ジネ ス倫
理 フ ォー ラム にお い て 、 日本 難 病 。疾病 団体協議 会 、全 国 がん忠者 団体連合 会 、 日本 看
護 協会 、 日本 製 薬 団体連合会 、 日本 医療機器 産業連合 会 、 日本薬 斉J師 会 、厚 生 労働 省 と
ともに、「日本 にお け る倫 理 的連携 のた め の コ ンセ ンサ ス 。フ レー ム ワー ク」 に合 意 い
た しま した。合 意 文書 は別紙 の通 りです 。
高度化 。
複雑化 す る医療 の 中 で 、質 の 高 い 治療 を患者 に提供 す るた めには 、患者 団体 、
医療 関係 者 、 医療 関係 企 業 、行 政 の協力 関係 が ます ます重要 にな って きて い ます 。 国際
的 には、2014年 、国際忠者 団体連合 会 、国際看護 師協会 、国際製 薬 団体連合会 、国際薬
剤 師 ・ 薬 学連合 、世界 医師会 が 「忠者 団体 、 医療 関係 者 、製薬 業 間 の倫 理 的連携 の た め
の コ ンセ ンサ ス・ フ レー ム ワー ク」 に合意 してい ます 。 また、APECで は 、 2011年 に
「医療機器 セ クター の 自主的 な ビジネ ス倫理規 定 クア ラル ンプール 原 則 」お よび 「医薬
品 。バ イオ 医薬 品セ クター の 自主的 な ビジネ ス倫 理規 定 メキシ コ シテ ィ原則 」を作成 し、
2015年 に「医療機 器 お よび バ イ オ 医薬 品分野 にお け る多様 な利 害 関係 者 間 の倫理 的協力
を実施 す るた め の指針 」 を発表 してい ます。
今 回 の合 意 は 、 こ うした背景 を踏 ま えて行 われ た もので す。本 コ ンセ ンサ ス・ フ レー
ム ワー クは 、「患者 さん を最優 先 とす る」、「倫理 的 な研 究 と技術 の革新 を支持 す る」、「中
立性 と倫理 的 な行 動 を保 証す る」、「透 明性 の確保 と説 明責任 を推進 す る」 とい う 4つ の
包 括 的 な原則 で構 成 され て い ます。 これ らに よ り、質 の 高 い 治療 を患者 に提供す るた め
の 協力 関係 を持続 可能 な もの とす る こ とを 目指 して い ます。
つ きま して は 、貴会 にお かれ ま して も本件 につ い て ご了知 い ただ き、貴会会員 お よび
管 内 の 医師会 へ の周 知方 よろ し く ご高配 のほ どお願 い 申 し上 げます。
敬具
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青 最

先進国および開発途上国は、複雑かつ急速に進化し続ける医療環境の中で、切迫した課題に対応するため努力しています。世
界中の患者さんに対して最も適切なケアを確実に提供するためには、国際団体間での連携が必要不可欠となつています。

2014年 、国際患者団体連合 (IAP01)、 国際看護B市 協会 (ICN2)、 国際製薬団体連合会 (IFPMA3)、 国際薬剤師・
薬学連合 (FIP4)ぉ ょび世界医師会

「患者団体、医療関係者、製薬業間の倫理的連携
(WMA5)の 5つ の支持団体は、

のためのコンセンサス・フレームワーク」
を設立しました。さらに2015年 、国際病院連盟 (IHF6)ぉ ょび国際ジェネリック医薬品連
・
盟 (IGPA7)も 本コンセンサス フレームワークの支持を表明しました。これらすべての国際団体は、世界中の患者 さんへ質の高い
医療を提供し、患者さんに最大限の利益をもたらすよう努めることに共通の関心を持つています。本 コンセンサス・フレームワークは
「
「倫理的な研究と技術の革新を支持する」、
「中立性と倫理的な行動を保証する」、そして
「透明性の
患者さんを最優先とする」、
という4つ の包括的な原則で構成され、世界中の患者さんに対して最適なケアを確実 に届けるために
確保と説明責任を推進する」
はすぺての利害関係者間の連携が不可欠であり、これを一層推進していくため、各利害関係者は倫理的で透明性 の高い交流を
行う必要があること力壇 言されました。
一方、2010年 、アジア太平洋経済協力会議 (APEC8)は 、同エコノミー内に倫理的で透明性の高 い市場を確立すべく、医療
「APEC中 小企業のためのビジネス倫理イニシアティブ」
を立ち上昧 した。
機器および医薬品・パイオ医薬品セクターを対象として、
「医療機器セクターの自主的なビジネス倫理規定クアラルンプール原則」および
2011年 には、
「医薬品・パイオ医薬品セクターの自
主的なビジネス倫 I臥 見定メキシコシティー原則」という同エコノミー内における高け倫理基準が決定され、2014年 にはその実現に
向けた各パートナーの役割と期限を記載した文書が南京宣言として、APEC中 小企業を所轄する大臣会合の共同声明で支持さ
「医療機器および
れました。カロえて、2015年 1こ は、APECは 同エコノミーとしての倫理的連 携のためのコンセンサス・フレームワーク、
パイオ医薬品分野における多様な利害関係者間の倫理的協力を実施するための指針」を発表しました。APECの 主要メンパーで
ある日本においても、患者団体 、政府、医療界、製薬産業、および医療機器産業の団体など患者さんへ質の高い医療を提供す
ることに関心を寄せる関係者による国レベルでのコンセンサス・フレームワークの設立が求められています。
「 日本における倫理 的連携のためのコンセンサス・フレームワーク」の設立をここに宣言いたします。
このような背景を踏まえて、私たちは、

1国 際患者 団体連合 :httmauon』 A‖ ねnce of Pttien偽 'Ottanttadons llAPO)
2国 際石題師協会 :httmttontt Coundl of Nuttes,CN)
3国 際霞緊 団体連合会 :hね mauontt Federよ bn of Pharmaceudc』 Manuね dutts and Assodates tFPMAl
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・フレームワーク0劇
ヨンセンサス

I

患者さんを最優先 とする
私たちは患者さんを第一に考えます。
最適なケアをすべての人ヘー患者さんとその介護者が最善の治療方法を選ぺるよう支援するために、患者さん、医
「パートナー」として働きかけて
療関係者、企業は互いにコラボレーションを図り、個人および組織の双方の立場から
いきます。

パートナーシップー医療へのアクセスと医療提供のさらなる向上を図るため、医療業界のすべてのパ…トナーは協働
する権利と責任を有しています。パートナーシップの確立によって患者さんの利益拡大を目指します。

I倫

理 的 な研 翼と技術の革新 竜支持する

すべてのパートナーは、効果的かつ適切な治療法について新たな知識を生み出すための臨床研究および関連研究を促
進し ます。
臨床研究一医療効果の向上を目指すため、ヒトを対象とするすべての研究は合法的かつ科学的な目的に基づい
て実施しなけれ1説表
らないという原則を支持し、支援していきます。こうした研究は倫理 に基づいて実施される必要
があり、これには、当該研究の特性および目的について参加者に適切な情報提供を行うことも含まれます。
害観的な臨床緒黒一研究への対価 の適切性を確保し、臨床結果が客観性を損なうことのないようにします。

江 中立性と倫理 的な行動を保証する
常に倫理に基づき、適切かつプロ意識の高い交流を保ちます。
贈与―不適切な影響をもたらし得るような方法・条件によって、企業が物品を提供・供与してはなりません。薬剤 の
処方、推奨、販売、または投与の見返りとして、金銭的利益またはそれに類するものを要求 、提案 、提供、受領し
てはなりません。
スポンサーシップー医療 関係者および患者団体を対象としたすべてのシンポジウム、学術会合 、科学的ま旭よ専門
「イベント」)の 目的および焦点は、科学的・教育的情報を提供することと位置 づけ、これを支
的な会合 (以 下、
持していきます。こうしたイベントの主な目的は、知識を向上させることであり、その資料および内容はすべて公正かつ
客観的なものである必要があります。また、すべてのイベントは適切な場所で開催されなけれはなりません。参加者
に提供すること力司 能なのは、当該イペシトの主 目的に付随する飲食物として節度がありかつ妥当な範囲のものに
限られます。
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提携―パートナー間のビジネス協定およびイ
士事上の関係により、業務に不適切な影響が生じてはなりません。
また、職業上の誠実さや患者さんへの責任力埼 ろそかにされてはなりません。ビジネス協定および取引関係は、
職業上 の誠実さを尊重し、透明性の高いものでなけれ1説 去りません。
Ⅳ 透覇 雄 0確 保と調

責任屯
る
―
すべてのパートナーは、自身およ酬脇働活動における透明!陛 と説明責任を果たすことを推進します。
業務に対する報酬―コンサ)レ タント業務や臨床研究なaこ 対する報酬支払 の取り決めは合法的でかつ、業務や活
動の開始前に書面による契約または合意が取り交わされるよう協働していきます。支払われる報酬は、当該業務・
活動の内容として相応しい対価を上回るものであつてはなりません。
幽床研究の透明性確保一薬剤やその他の製品、サービスを評価する研究におしては、肯定的あるいは否定的結
らないという前提を継続して支持していきます。患者対象の臨床研究および
果であつても情報を開示しなけれ1説去
その関連 結果 につしては、患者さんの方▼パシーを尊重し透明性を確保しなけれ(説表りません。

実行 、モニタリガ 、報告 0仕組 み、建翔的な会議
すべてのパートナーは、倫理的な連携と交流のための自主規範や指針を策定し、それらを確実 に実行することが求められま
す。倫理 的な活動が推進され、組織と個人の双方の立場で説明責 任を確実 に果たせるよう、連守状況の監査や違反を報
告する制度を確立すべきです。この目的を果たすものとしては、協働について合意した文書 の公表や第三者 による評価機能
の設置といつたものも含まれます。
また、すべてのパートナーが参加する定期的な会議の開催を提案します。
情報 ツール・リツース
国際患者団体連合 、国際看護 師協会 、国際製薬団体運合会 、国際薬剤師・薬学連合および世界医師会 :患 者団体、医療
関係者 、製薬業間の倫理的連携のためのコンセンサス・フレームワーク (2014)
hllos.I雨 、
ifDma,OrqttD‐ 00ntenVuD10ad並 016Ю 21Consensus Framework for Ethical Collaboradon‐ QAs‐ Jμ vFDdf

アジア太平洋経済協力会議 :ASa‐ Pacmc E∞ nomtt Cooperadon(APEC)医 療機器およい

(イ オ医薬品分野における多様な利害

関係者間の倫理 的協力を実施するための指針 (2015)
アジア太平洋経済協力会議 :ASa― Padnc Economtt Cooperalon(APEC)医 療機器及びノ(イ オ医薬品分野における倫理的なビジ
ネス環境の推進のための南京宣言 (2014)
区〃mCDttndDbS.aD∝ .0「 げCM日 博創珀nd』 es/NanttngDedaratbnJaDaneSe.Ddf

h社

世界 医師会 (WMA)へ ,レ シンキ宣言―ヒトを対象とする医学研究の倫理 的原則 (2013)
′
WWttwma.neVenお Opublicalong100o‖ cies/b3′
国際患者団体連合 (陰 PO)医 療産業 におけるパートナー間のフレームワーク (2012)
hHD、 1曲 、
DatientsorOanizadons orQわ ahners
httD立
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国際薬剤師・薬学連合 (FIP)行動規範―スポンサーシップ(E関 するガイドライン (2012)
・オブ・プラクティス (施 行 :1981、 最新改訂 :2012)
国際製薬団体連合会 (IFPMA)コ ード

国際看護師協会 OCN)看 護師輪 理網領

(2012)

h的 ::廠 鯰n,chrabOut̲嗣 開de‐ of‐ eth滝 舗い nurseゞ

アジア太 平洋経 済協 力会 議 :ASa‐ Pacnc E∞ nomtt CoopemtbR(APEC)医 療機 器 セクターの自主 的なビジネス倫理規 定クアラル
ンプー,レ原則 (2011)
h的 肺
而 da,ChiD′ APEC+MEdical+Deheネ と+m耐 oles
アジア太 平洋経 済協 力会 議 :ASa‐ Pacmc E∞ nomtt C∞ peraton(APEC)医 薬 品・パイオ医薬 品 セクターの自主 的 なビジネス倫理
規 定メキシコン:財 ―原 則 (2011)
httDVttmCDttnCiDleS.OrolCMFilettPnnciDleS′APECMexiooCitvPttnciDleSJaDaneSe.Ddf

世界 医師会

(WMA)医 師と企 業 の関係 に関する声 明

(2009)

htD′帝即阻WmaineVen,30Dub‖ Caliong10DOliCieゴ r2ザ

国際看護師協会 (lCN)所 信声 明 :患 者 へ蛸 報提供 (2008)
http.I曲、
icn,chnmageslstorね 餡 ocuments,DubliCationyoosilion statemen儘 に06 infomed Patients,Ddf
国際薬剤師 ,薬 学連合,世界保健機 関 (日 PttHO)薬 剤師業務の発展 ―患者ケアを中心に (2006),Ⅱ も章 :情 報管理とエ
ビデシスの使用

hHDiX血 lD.OrC′ cood̲Dharfnacv̲pRヨ Cti00
国際看護師協会 OCN)所 信声明 :看 護師と企業との関係
国際患者団体連合会
国際薬剤師・薬学連合
剛 .lD,0「 げStalements
世界保健機関

(快

PO)の′(リ ュー

(日

(2006)

(価 値観 )(2005)

P)プ ロフェッショナルスタンダードに関する声 明 ―案剤師倫理規定

(WHO)医 薬 品のプロモーションに関するWHO倫 理基準

htDVarchives.who.hυ tbsrDЮ mOtthoゴ o08.odf

4

(1985)

(2004)
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JAPANESE CONSENSUS FRAMEWORK FOR ETHiCAL COLLABORAT10N

PREAttBLE
As developed and developing economies smve tO address pressing cha‖
enges in the complex and fast‐ evolMng
heatthcare envi「 onment′ co‖ aboralon between a‖ stakeholders is essendal to suppott proper denvery Of the most
appropttate care for padents woHdwide.

In 2014f the Consettsws Frattθ vott b「 ft力 ん訂 Collaborati19η berveen Patiθ η
偽'Organ″ ati9"弓 ナ
ザ
ealt力 care
Proん ss,oη ars att」 的θPヵ amacevttθ al ttJwstり was mmated by lnttrnadonal Amance Of Padents'Orgattzajons
tAP09)「 internajonal Counc‖ of Nurses tCN10),Internajonal FederaSon of Pharmaceudcal Manufactures and
Assodates oFPMAll)′ intemadonaI Pharmaceudcal Federadon(FIP12)f and WOnd Medical Assodadon(WMA13).
This erort of the consensus Framework was also endorsed by the internadonal Hosphal Federajon dHF14)and

internajonal Genettc Pharmaceu∬ cal Alliance lGPA15)in 2015,A‖

partners have a mutualinterestin pЮ

viding the

best sotuOons for pajentsf heaに h needs and each pattner has a unique role and responSbility to best ensure that
pajents receive the most appropttate care,The Consensus Framework for Ethical Co‖

aboralon is charactettzed by

four overarching principlesI Put Patients Firsti Support Ethical Research and innovation,Ensure independence and

Ethical Conduct and Promote Transparency and Accountabi

ty.h is necessary to have a‖ pattners'co‖ aboraHon

and lo pЮ vide the best solujons to pauentst heakh needs,To facililate this purposef all partners commh to have
ethical and transparent reladonships among a‖ pattners,

in 2010t the Asia‐ Pacric Economic Cooperalon(APEC16)eStablished the Bws,pess E:ん ,cs Fo「
lη

APEC SMEs

Marire tO implement high‐ standard ethical business pracuces fOr the medical device and biopharmaceudcal

sectors across the regioni in 2011,the APEC Pttnciples for Voluntary Codes of Business Ethics in the Medical

Device Sector(The Kuala Lumpur Pttnciples)and the APEC Pttnciples for Voluntary Codes of Business Ethics in

the BiopharmaceujcaI Sector(The MeXiCO City Pttnciples)Were launched and subsequendy endorsed by APEC
Economic Leaders and Ministers.in 2014′ the Natting Declarajon was developed and endorsed by APEC
Ministers′

describing each stakeholdeド s role and deadline forimplementation ofthe APEC Principles.The Business

Ethics for APEC SMEs inliadve also launched an APEC Guide to lmplement Muに Stakeholder Ethical
iぃ

Co‖ abo「 ations in the Medical Device and BiopharmaceuticaI Sector to supportthis erort.

h is necessary that a nalonallevei consensus framework is also established in」

apan!among padent organizaUonst

governmentf heahhcare professionalsP and the pharmaceuScal and medical de胡

ce sectorst which aW have mutual

interestin providing the best solutions to patientst health needs,

in angnment ofthis backgroundf we today dedare the estab

shment ofthe JAPAN CONSENSUS FRAMEWORK

FOR ETHICAL COLLABORAT10N.

9 international AIliance of Pauents'organizations(lAPO)
10internauOnal counc‖ ofNurses ttCN)
1l internauOnal Federadon of Pharmaceuucal ManuFactures and Associates中

12internattonaI PharmaceuucaI FederaUon(FIP)

FPMAl

13 wOnd Medical Associauon(wMA)
14intemadonal Hosphal Federation t‖

F)

lSintemauonal Genenc Pharmaceudcal AI
lS The Asia‐

ance lGPA).At presen、 Internattonal Genenc and Blosim‖ ar Medicines Associadon ttGBA)

Pacinc Economic Cooperation (APEC)

JAPANESE CONSENSUS FRAMEWORK FOR ETHICAL COLLABORAT10N

PRINCIPと ES

OF THE CONS[NSuS FRAMEWORK

I Put Patients Fi「 st
Padents are our p河

o耐 ty

opumai care for A‖ ―Working as partners,at both the indi胡 dual and organizadon level′ to ensure that collaboralon
between padents′ heaに hcare professionalsf and companies suppott padents and their caregivers in making the best
decision regarding their treatment,

ParinershiPs―

A‖

pattners working in heaに hcare have a nght and responsib‖ ity to collaborate to improve heanhcare

access and de‖ very,Estab

shing parinershiPs w‖ l aim to denver greater padent benents.

I Suppo「 t Ethicat Reseaに h alld lnnovaSon
Pattners encourage c"nical and related research conducted to generate new knowiedge about erective and appropriate
use of heaith treatments.

Ctinical Research― Condnuing to advocate and support the pttnciple that a‖
legttimate sciendttc Purpose′

aims to improve heaRh outcomes:and be ethica‖

human sutteCt research must have a
y conductedt including that patticipants

are appropnately informed as to the natu「 e and purpose ofthe research,

o節 ecuve clinical Resuks― Condnuing to ensure that compensadon for research is appropttate and does not
compromise ottectiVe clinical resuhs ofthe research・

H Ensure independence and Et4Hical Conduct
interaclons are at a‖ jmes ethicalt appropnate and professional

Gins― Nothmg shOutt be o打 ered or proMded by a company h a manne「 or on condmons that woud have an
inappropriate influence, No lnancial bene伺 t or benent in kind should be sought′ oTered′ provided or accepted in
exchange For prescttbing′ recommending′ dispensing or administenng medicines,

SPOnSOrship ―Conlinuing to advocate that the pu「 pose and focus of a‖ symposiar COngressesl scienlinc or
professional meeungs(an‖ Eventり For heaに hcare professlonals and Padent organisadons should be to provide
sciend￢ c or educadonal informadon.The pHmary purpose of an event must be to advance knowiedge and a‖
mate両 als and content must be balanced and ottecuVe・ All events must be held in an appropnate venue,Moderate
and reasonable reFreshments and,or meals incidental to the main purpose of the event can be pro胡
ded to
panicipants ofthe event,

AriliatiOn̲Business arrangements and professional relajonships between partne「 s should not inapproPnately
inluence ther pracucet cOmpromtte their professional integrity or ther ob‖
gadOns to pajents.Business
arrangements and relationships should respect professionalintegrity and should be transparent,

V Promote TransParency and A∝

ountablli呼

Pattners supporttransParenCy and accountabirty in ther indi胡 dual and co‖ aborauve acjvК ies

Fees for SeⅣ ices― Worttng together to ensure that all arrangements requmng nnancttl compensalon for seⅣ
such as consuhancy or clinical research′

icesf

have a legRImate purpose and a wtttten contract or agreementin place in

advance of the commencement of seⅣ ices, Remuneration for seⅣ ices rendered should not exceed that which is
commensurate whh the seⅣ ices provided.
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CIinical Research Transparency―

Continuing to supportthe premise that both the posに

of research evaluating medicines,other products and seⅣ ices should be disclosed,

"e research
and negadve
outcomes
Clinical
in padents
and

related resuits should be transparent wh‖ e「 especting patient privacy.

IMPLEMENTA■ ON,MONITORING,REPORTING MECHAttISM AND R[GULAR MEETING
Panners are encouraged to develop the‖

own set卜 regulatory codes and pttnciples for ethical co‖ abora∬ on and interacdons

and ensure ther ettecjve implementadon.Systems to monlor and report breaches ofthe set standards should be established
to suppo武 ethical pracuces and ensure accountab‖ ity both at the insdtu8onal and individual leveis.These may indudef for
example′ public statements detaWing collabora∬ ve agreements and externalreview mechanisms.

We commn to prOpose holding regular meeungs amOng the pattners to advance ethical co‖

aboradon as oudined in this

Consensus Framework,

T00LS AND RESOURCES
IAPO′ ICN,IFPMAI FIP′ and WMA Consensus Framework For Ethical Co‖ abora∬ on between Pattents1 0rganizalonsI Heaに hcare

Professionals and the Pharmaceuucalindustry(2014)
httDStlttw,iFDma.0「 Q/岬 ‐
contenVuD10adS,2014′ 01/Consensus‐ Framewo「 k‐ FINAと ,Ddr

APEC Guide to lmplement MuR卜 Stakeholder Ethical Col,aboradons in the Medical Device and B,oPharmaceudcaI Sector(2015)

APEC Nan」 ing

Declaradon to Promote Ethical Business Envi「

htDl'ImCDttnCiDieS,aDeC.OrQ/CMFttes'PttnciDleSINanttncDeclar⊇

VVMA Deciara市 on o,Helsinki̲EthicaI Pttnciples Fo「

onmentsin the Medical De胡 ce and B,opharmaceuucal secto「

(2014)

』
⊇□』
⊇oeこ ese.DdF

Medical Research invoiving

Human SutteCtS(2013)
httD′

′
―

,Wma,neVen,30oubttcauonsl司 oooHcies/b3/

1APO Heaに hcare industry Pariners Framework(2012)
htD!/′

―

,oattentsorcaniza市 ons,o「 gわ artners

FIP Rules oF Procedure― Guide‖ nes for Sponsorship(2012)
IFPMA Code of Pracdce(eStablished in 1981,Iast revision 2012)
hitDil′

―

.rDma.Orgretmcs洵 Foma‐ code‐ of‐ DraCuCe′ rOmacOde‐ o卜 o「 acdcethiml

ICN Code oF Ethics for Nurses(2012)
hloil′

―

,icn,chrabOut― icn,code‐ of‐ ethics‐ fo卜 nurses/

The APEC Pttnciples For Voluntary Codes of Business Ethics in the Medical De胡 ce Sector(The Kuala Lumpur Pttnciples′
httD:l′

―

.ifmda.cr,ID′

20￢

1)

APEC+MEdica卜 De萌 ce+Kと +Pnnci91es

The APEC Pttnciples Fo「

Voluntary Codes of Business Ethics in the Blopharmaceuucal secto「 (The Mexico City Pnnciples1 2011)

WMA Statement Concerning the Relauonships b/w Physicians and Commercial Enterpnses(2009)
hitD 1/― V.wma,neVen,30Dub"Cauons1loDOnCies′ r2′

ICN Poshion Statement informed Padents(2008)
FIPttHO Developing pharmacy pracuce― a fOcus on padent care(2006);Chapter‖
んⅥ″w、 lo,orQ角 ood oharmacY̲DraCtice

h敏 oイ

iCN PoSuon statement Nurse industry Reladons(2006)
IAP0 0rganizauonal values(2005)
FIP Statement on ProFesЫ onal Standards― Code oF Ethics for Pharmacisis(2004)

WWW.nD.Orgrstatements
WHO Ethical Cntena fO「 Medicinal Dru9 PrOmodon(1985)
h牡 o・ //arcnves,who.hげ

lbsrorOmo,who≧

⊇Og⊇ df
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Japan Patients Association
President,Yukiko Mo百

Japan Federajon of Cancer Pajent Groups

President,Shinsuke Amano

」
apanese Nursing Association
Execuuve omceL Rieko Kawamoto

The Federadon of PharmaceujcaI Manufacturerst Associadons of」
Director General=Toshihiko MiyaJIma
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The」 apan Federation of Medical Devices Associations
Vice Chalmanf Kenichi Matsumoto

」
apan Pharmaceutical Associadon
President,Nobuo Yamamoto

Japan Medical Associajon
President=Yoshitake YokOkura

Ministry of Heaに

h,LabouL and Weifare

Director‐ General,loshihiko

(Health POlicy Bureau)
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