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SU*TE*KI
アフリカの女性のためのブティック・クリニック

医は仁術から算術に成り下がってしまった
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主要な活動地
（アフリカ）

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Africa_satellite_plane.jpg




Zomba Central Hospital
Malawi, 1995
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病気(illness)は文化である

医療は社会システムである



Medicine is a social science, 
and politics is nothing else but 
medicine on a large scale. 

Medicine, as a social science, 
as the science of human beings, 
has the obligation to point out 
problems and to attempt their 
theoretical solution: the 
politician, the practical 
anthropologist, must find the 
means for their actual solution. 

医師は社会変革の提唱者である
Doctors are natural advocates of the poor.

Rudolluff Virchow 
(1821-1902)
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13Think Out of Box !!



持続可能な開発目標
だれひとり取り残さない

Transforming our world
Sustainable Development Goals



経済格差の伸長

62→8 3,600,000,000



所得格差の伸長



The Inverse Care Law (1971)

“The availability of good medical care tends to vary inversely with
the need for the population served. This inverse care law operates more 

completely where medical care is most exposed to market forces.

“No market will ever shift corporate investment from where it is most 
profitable to where it is most needed.”

Julian Tudor Hart



% of those who feel sick

Health facility visit /year

Household Health Expenditure and Utilization Survey
MOH, Kenya, 2003
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公正性のレンズを通してみた保険加入カバレッジの格差

OR=29.0
P<0.001

OR=8.6
P<0.001

OR=4.7
P<0.001

OR=0.96
P=0.90

OR=1.07
P=0.87
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妊産婦死亡例の検討（ケニア）



Kenya, 2015

医療費総額の地域格差（ケニア）

Kenya, Sugishita 2015
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アルマアタ宣言(1978)
PHC: プライマリ・ヘルス・ケア

“Health for All by the year of 2000”

MDGs: WHO(2000,2007)
保健システム強化

“Health Systems Strengthening”

SDGs: ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ

“Universal Health Coverage”
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“Universal health coverage is the 
single most powerful concept 

that public health has to offer”
Margaret Chan, WHO

Resilient Health Systems towards 
ユニバーサルヘルスカバレッジ



経済発展と平均寿命

タイ

ラオス

相対的貧困（格差）
社会制度の基盤変革
社会保障制度、所得格差、労働環境、
ストレス、雇用形態、生活習慣、住居、
社会資本（信頼関係、ネットワーク）

絶対的貧困
医療サービスの基盤変革
貧困対策、水と衛生環境、保健システ
ム強化、プライマリヘルスケア、医療
保障制度、教育改革、保健人材育成、
インフラ整備



医療支出と障害年数

地域社会で年齢階層を越えた
支援体制の強化



Proposed investment from country-failure 
to market failure

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lawrence_Summers_2012.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lawrence_Summers_2012.jpg




Sen, Amartya
Development as Freedom

Anchor Books. New York, 2000
Nobel Prize Laureate 1998

Poverty is seen as 

deprivation of capabilities. 

貧困の原因は、能力のはく奪である



SU*TE*KI
アフリカの女性のためのブティック・クリニック

「病気を治す医療」から「社会変革のためのリーダーシップ」



患者さんの「病気」 医師・看護師

診断治療

医療のビジネスモデル



病を持った「人」

医師・看護師

社会変革を目指した新しい医療モデル

貧困

文化・社会環境

栄養 教育

性差

創造思考
システム思考
デザイン思考
アート思考



“Imperial（帝国）”

“International（国際）”

“Global（グローバル）”

“Planet（惑星）”

グローバルヘルスの歴史的変遷

18-19th Century

20th Century

21st Century

21st + Century



Event, Problem

Pattern

Structure

Mental model

Unconsciousness

価値観に基づく健康のデザイン
Value-based Healthcare Systems

ボトルネック

問題

保健システム

価値観

すべての人にとって意味のあるシステム

メンタルモデル



私たち人類

暮らし

疾病
保健システムエコシステム

（地球）
社会システム 人材育成

保健財政

サービス提供

保健情報

薬剤・機器

科学技術

マネジメント

リーダーシップ

SDGs 保健システム強化 社会デザイン

臨床医学

「医療の進歩」から「社会の改革」へ



私はマラリア
を知っている

私はマラリア
を診断できる

私はマラリア
を治療できる

私はマラリア
のない世界を
創造できる

知識
knowledge

能力
Competency

成果
Performance

変革
Transformation

アクセス カバレッジ
効果的な
カバレッジ

社会インパクト

体力情報 社会変革

社会変革の担い手

実施



Open Innovation Incubation House Nairobi



Ms Geek Rwanda
ミス・おたくコンテスト（ルワンダ）







意識は個人でなく、社会や人類全体を覆い、宇宙全体に広がっている。
そして、一人の人間が行った選択行動が、世界全体を変えてしまうこともある

Ervin Laszlo 

私たち人類の意識を自分から世界、
そして地球全体に広げてみよう

ルービックキューブ：ランダムに動かして揃えるには、何年かかりますか？

1260億年!!



The Planet Consciousness (惑星意識)



社会のユニバーサルデザイン

Universal design



Rome Club（1968）



Contact: sugishita.tomohiko@twmu.ac.jp
http://www.twmu.ac.jp/univ/graduate
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