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01
10年間にわたるパートナーシップ
国連開発計画（UNDP）は 2013 年から、日本政府と協働して、結核（TB）、マラリア、顧みられない熱帯病（NTDs）
という、貧困層が不当に影響を受けている病気から命を守る医療技術（ワクチン、医薬品、診断ツール）に対
する人々のアクセスを改善するための政策や機関、システム、能力の強化に努めてきました。

UNDP が主導する「新規医療技術のアクセスと提供に関するパートナーシップ（Access and Delivery 
Partnership：ADP）」の戦略的アプローチは、2 つの教訓を参考に策定されています。第一に、革新的な医療
技術が開発されても、その導入と利用は、各国の医療システムにおいてその国特有のボトルネックや課題によっ
て制約を受けることが多いという現状があります。ADP は、こうした課題に対処するうえで妥当な人的、技
術的、制度的能力の特定と強化に重点を置いています。第二に、新規医療技術の導入と提供を成功させるため
には、国内制度の協調と一貫性も欠かせません。そのため、ADP は持続可能なマルチセクター型のアプロー
チに向けた変革を各国が自ら推進できる政策やシステムの強化を支援しています。能力の強化に協調的なマル
チセクター型のアプローチが加われば、医療に対するアクセスの持続的改善が可能になり、ユニバーサル・ヘ

ルス・カバレッジ（UHC）やパンデミック対策、さらには人間の安全保障の実現
に向けた前進も速まることでしょう。

ADP のコアパートナーである UNDP、世界保健機関（WHO）、
熱帯病医学特別研究訓練プログラム（TDR）および NGO の

PATH は、国、地域や世界の関係者と連携しながら、成
果を上げてきました。

この報告書では、ADP が人々の暮らしに与えた影
響にスポットライトをあてた一連のストーリーを

紹 介 し て い ま す。 こ れ ら の ス ト ー リ ー は、
UNDP と日本政府によるパートナーシップが、
各国の医療システムのレジリエンスを高め、
人間の安全保障達成に向けた重要な手段とし
て UHC を優先するという、「持続可能な開
発のための 2030 アジェンダ」、UNDP 戦略
計画 2022-2025 および日本が新たに策定し
たグローバルヘルス戦略にも反映されてい
る共通の目標に向かって協力を続けてきた
ことの重要性を裏付けています。

写真：Annie Spratt on Unsplash
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ADPのコアパートナー機関

4 つの ADP パートナーはそれぞれ、独自の専門能力を持ち寄り、革新的かつ統合的な方法で低・中所得国（LMICs）
における能力のギャップを特定し強化を支援しています。

UNDP は、170 か国の様々な専門家や連携機関からなる幅広いネットワークを通じ、貧困や格差、気候変動といっ
た不公正に終止符を打つために闘う国連の主要機関です。ADP の主導機関として、UNDP はこのパートナーシッ
プを管理、調整しています。また ADP の重点国に対し、国の政策、法制度やガバナンスの枠組みの策定および導入、
医療システムのデジタル・トランスフォーメーションに関わる支援を提供しています。UNDP はまた、政府機関
を横断するマルチセクター型フォーラムの設立を援助し、ADP の南南学習・協力戦略を主導しています。

WHO は、国連システム内で国際保健に関する指導と調整を行う権限を与えられており、194 の加盟国と連携しな
がら、誰でもどこでも、より良い医療を受けられるようにするというコミットメントのもと活動しています。
WHO は、ADP 重点国の規制当局のベンチマーキングを支援するとともに、能力のギャップに取り組み、様々な
機関の連携を重視したアプローチを促進することにより、各国での規制の調和を促進しています。ADP を通じ
WHO は、医療技術の市場監視と品質のモニタリングに関するプロセスの強化も支援しています。

TDR は、国連児童基金（UNICEF）、UNDP、世界銀行および WHO が共同スポンサーをつとめる、貧困の病と闘
うための取り組みを促進および支援する科学的協力に基づいたグローバル・プログラムです。ADP を通じ TDR は、
新規医療技術の安全性監視能力と、これに関連するサーベイランス、報告およびデータ管理の能力の強化を含め、
医薬品安全性監視システムに関わる支援に重点をおいて活動しています。TDR はまた、各国の研究機関や疾病管
理プログラム、医療研究者が新規医療技術の効果的な導入と活用に向け、実装研究を体系的に応用できるよう支
援しています。

PATH は、特に女性と子どもの命を救い、健康を増進するための革新的なイノベーションを推進する国際 NGO で
す。ADP の重点国と連携しつつ、PATH は低・中所得国が新規医療技術導入の影響を評価できるよう、エビデン
スに基づく持続可能な資源配分プロセスを支援しています。重点的な技術支援分野としては、十分な情報に基づ
いた医療政策に関する意思決定を促す手段としての優先課題設定戦略の制度化や、「価値に基づく」計画、調達お
よびサプライチェーン管理に対する戦略的アプローチが含まれます。

ADPは9つの重点国と、南南学習と協力を通じ60か国以上を支援しています。
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各国の健康と 
人間の安全保障の 
実現を支援

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」は、結核やマラリア、NTDs が人間開発に影響を及ぼすことを認
め、その認識に立ちながら、開発優先課題として、2030 年までにこれら疾病の蔓延に終止符を打つことを求
めています。こうした「貧困の病」への対策は、ここ数十年間で進展を見たものの、その予防、診断および治
療に対する将来性の高い新規技術の提供については、課題が立ちはだかったままです。新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）の世界的大流行（パンデミック）は、こうした課題をさらに深刻化させました。『持続可能
な開発目標（SDGs）報告書 2022』は、これらの疾病に対する数十年にわたるグローバルヘルスの進歩が脅か
されているという現実を指摘しています。実際に、医療システムと必須の医療サービスが深刻な混乱に陥った
結果、予防接種率は 10 年ぶりに低下し、結核やマラリアによる死者は増大しています 1。

結核、マラリア、NTDs — 貧困の病

結核とマラリア、NTDs は貧困と不平等の病として根強く残っています。これらの病は最も貧しく、最も脆弱な人々やコミュニティに
不当に広く蔓延しています。適切な住宅や衛生設備、安全な飲み水と栄養価の高い食料、医療サービスへのアクセスの欠如など、貧困
に関連する状況は、リスクを増大させ、感染の可能性を高めます。

毎年およそ 1,000 万人が結核に罹患し、150 万人が死亡する一方で 2、マラリアは 60 万人以上の命を奪っており、中でも 5 歳未満児が
特に罹患しやすくなっています 3。2020 年には、COVID-19 がもたらした混乱により、結核とマラリアの診断数が 59% と 31%、それ
ぞれ減少し、結核治療を受ける患者も 100 万人減る一方で、マラリア関連の死者数は 4 万 5,000 人増えました 4。

NTDs は、多種多様な熱帯感染症を総称する言葉ですが、これによって全世界で 17 億人の生活が依然として影響を受けており、年間
の死者はおよそ 20 万人、障害調整生命年（DALYs）の損失は延べ 1,900 万年に上ります 5。NTDs を予防、診断、治療するための安全
かつ効果的なツールが引き続き緊急に必要とされています。教育水準が最も低い最貧層世帯は、NTDs 感染者を抱える可能性が 2 倍高
くなっていることから、すでに大きな人的、社会的、経済的、財政的負担を永続化させることになります。サハラ以南アフリカは特に
深刻な影響を受けており、NTDs 感染のリスクがある人々は 5 億人を超えています。この地域では 2019 年に 3 億 6,000 万件を超える
NTDs の症例が報告され、DALYs の損失は延べ 500 万年に達しています 6。

結核やマラリア、NTDs に対処するためには、すべての人々の健康と福祉をより幅広く支援し、清潔な水や衛生設備など、基本的なニー
ズの充足を確保できる公平な保健インフラが必要です。同時に、この保健インフラでは、病気の媒介生物対策や、診断と治療へのアク
セス確保など、予防と対策のための措置を採用しなければなりません。結核やマラリア、NTDs に係る医療サービスへのアクセスの拡
大と強化は、UHC の実現に向けた進展を測る指標とみなすことができます。

1 United Nations, ‘The Sustainable Development Goals Report 2022’, New York, 2022, https://unstats.un.org/sdgs/
report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf. 

2 World Health Organization, ‘Tuberculosis’, 14 October 2021, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis.
3 World Health Organization, ‘Malaria’, 26 July 2022, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria.
4 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, ‘The impact of COVID-19 on HIV, TB and malaria services and systems 

for health’, 13 April 2021, https://www.theglobalfund.org/en/updates/2021/2021-04-13-the-impact-of-covid-19-on-hiv-tb-
and-malaria-services-and-systems-for-health/.

5 World Health Organization, ‘Neglected tropical diseases’, https://www.who.int/health-topics/neglected-tropical-
diseases#tab=tab_2.

6 Prevalence and DALYs data from the Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, ‘Global Burden 
of Disease study 2019’, https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/.
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この状況に対応するため、UNDP と日本政府は 2013 年、2 つの相互に関連づけられた革新的プロジェクトを
通じ、結核、マラリアおよび NTDs に対処する戦略的パートナーシップを立ち上げました。公益社団法人グロー
バルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）は結核、マラリア、NTDs その他の病気に係る新規医療技術を開発す
るためのイノベーションと研究を促進する一方で、ADP は低・中所得国で、利用可能になった新規医療技術
へのアクセスと、その提供の能力を確立、強化することを主眼とする活動を展開しています。

GHIT Fund は、研究開発（R&D）への取り組みに関わっている日本の各組織と世界の関係機関を結び付けるパー
トナーシップの支援を通じ、顧みられない病気に対処する医薬品、診断薬・機器、およびワクチンの発見と開
発に投資しています。ADP は UNDP、WHO、TDR、PATH という 4 つのコアパートナーを結集した独自の協
業により、各国の政府やその他のステークホルダーが医療システムの強化を図るための支援をしています。
ADP のコアパートナーは、政策と法律の策定から、人的・制度的能力の構築、さらには医療技術へのアクセ
スとその提供を確保できるシステムとプロセスに至るまで、低・中所得国が「点と点をつなぐ」ための支援を
行っています。

GHIT Fund と ADP の連携により、医療技術の研究開発と製品開発の促進と、各国におけるその迅速なアクセ
スと提供の確保に重点を置いた能力とシステムの開発を組み合わせた、革新的かつ相乗的なアプローチが可能
になります。この統合的なアプローチは UHC の達成、ひいては人間の安全保障の実現に欠かせません。また、
ともに結核、マラリアおよび NTDs の流行に取り組むための幅広い体系的なアプローチを推進する「持続可能
な開発のための 2030 アジェンダ」および「持続可能な開発目標（SDGs）」とも戦略的に整合しています。

国ごとの状況は異なるものの、様々な医療システムに共通する課題があることも分かっています。ADP は低・
中所得国に根強く残る能力のギャップを明らかにしたうえで、複数の機関やメカニズムが協力して、必要とす
る人々のために医療技術を効果的に導入し、アクセスを確保、拡大できるよう、こうした能力を強化すること
に注力しています。

ADPは、アクセスと提供のバリューチェーンに係る政策やプロセス、能力を包括的にサポートすることで、
各国政府やステークホルダーが医療システムを強化することを支援しています。

政策・規制枠組みの
整備

医療技術評価

新規医薬品、
ワクチン、診断機器

規制上の承認 選定、優先設定、
資源配分

公的調達 保管と流通 医療サービス
提供

患者

規制制度の
強化

戦略的価格設定と
調達

サプライチェーン
管理

医薬品安全性
監視

デジタルヘルスと
データ管理 実装研究
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「GHIT と ADP の連携と活動は、研究開発と保健シ
ステムの両方に投資することにより、医療ケアへの
公平なアクセスをより迅速に推進し、COVID-19 の
パンデミックを終息させ、将来の医療危機に備えら
れることを示しています」

—  武見敬三参議院議員と 
アヒム・シュタイナーUNDP総裁7

ADP は、政策や法律の枠組み整備や実装研究、規制当局の承認、調達、サプライチェーン管理から、最終的
にはサービスの提供や患者の安全監視に至るまで、アクセスと提供のバリューチェーン全体の強化を目指す政
府全体のアプローチを促進しています。このように、広範囲の部門と専門領域を横断し、各国のステークホル
ダーと連携する ADP の施策は、各国が新規医療技術の導入と普及に備えるとともに、これを加速することに
も役立っています。

COVID-19 のパンデミックが次々と医療と開発の危機を引き起こしたことは、強靭で回復力のある医療システ
ムの構築に対する ADP の支援の重要性をさらに顕著にしました。ADP のアプローチはすでに、多くの国の
COVID-19 対策の基盤強化に役立ったほか、コロナ禍による医療システムへの緊急需要に適応できる政策やツー
ルの開発を支援しています。こうした取り組みは、将来的なパンデミックへの備えにも大いに貢献しています。

GHIT Fund と ADP の双方に対する日本政府の支援は、人々の健康と人間の安全保障に関する日本政府の戦略的
ビジョンと先見性、そして持続可能な人間開発においての強力かつ強靭な医療システムの必要性を示しています。

7 Keizo Takemi and Achim Steiner, ‘COVID-19: Nobody is safe until everyone is safe’, The Japan Times, 4 December 2020, 
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/12/04/commentary/world-commentary/covid-19-nobody-safe-everyone-safe/.
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人々の生活を変える： 
インパクトストーリー

新規医療技術の普及に向けた
マルチセクター型計画
ADP の活動経験は、保健・規制当局から財政、産業、投資および科学技術担当省庁に至るまで、政府機関全体
を通じて一貫したマルチセクターの調整を行うことにより、制度機構が政策や能力のギャップに効果的に取り
組めることを証明しています。ADP は、医療技術へのアクセスとその提供を確保するためには、協調的な対策
が必要であるとの認識に立ち、重点国で関連のマルチセクター型フォーラムの設立や強化を支援しています。

写真：UNDP 9



ガーナとマラウイでのマラリアワクチン 
RTS,Sの導入に貢献

マラリアは、世界各地で何百万人もの人々を脅かし
続けています。アフリカはマラリア症例全体の 95%、
マラリアによる死者全体の 96% を占めるなど、マラ
リア患者数において不釣り合いな割合を占めていま
す。最も弱い立場に置かれているのは 5 歳未満の子
どもで、アフリカ地域でのマラリアによる死者の
80% を占めています 8。

幸いなことに、マラリア対策には新しい強力なツー
ルとなる「RTS,S」と呼ばれるワクチンが登場しまし
た。このワクチンは、マラリア原虫の中でも致死率
と感染力が最も高い熱帯熱マラリア原虫に対して効
力を発揮します。

この RTS,S ワクチンは最大でマラリア症例全体の
39%、重症例の 29% を予防できることが研究で実証
されています 9。

WHO は 2021 年 10 月、サハラ以南アフリカやその
他の地域の子ども達に RTS,S ワクチンの広範な投与
を勧めるという画期的な推奨を行いました。

この推奨はガーナ、ケニアおよびマラウイにて「マ
ラリア ワクチン実施プログラム（Malaria Vaccine 

Implementation Programme: MVIP）」により実施さ
れた、4 回接種型の RTS,S ワクチンの展開を評価す
るパイロット・プログラムの調査結果を参考として
います。

MVIP は、ガーナ、ケニア、マラウイの保健省のリー
ダーシップの下で実施された、定期的な全国予防接
種プログラムを通じて、RTS,S ワクチンの導入に関
わる調整を実施しました。

MVIP の取り組みへの貢献として、ADP は、ガーナ
とマラウイにおいて新しい RTS,S ワクチンの効果的
な導入を促進することを目的とした技術支援を提供
しました。

ガーナでは、国立ガーナ健康科学大学の主導により、
国内での新規医療技術の導入と提供において重要な
役割を果たす国家機関の能力ギャップを評価し、これ
に取り組むため、「ガーナにおける新規ワクチンの持
続可能なアクセスと提供（SAVING）コンソーシアム」
が設立されました。RTS,S ワクチンの試験的展開は、
主要な国家機関間の統合的な計画策定とマルチセク
ターの調整を導入する機会となりました。

ガーナ保健局の医療従事者が実施した集団予防接種では、その他の通常ワクチンとともに、RTS,Sワクチンの接種も行われました。
写真：Ghana Health Service

8 World Health Organization, ‘Malaria’, 26 July 2022, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria.
9 World Health Organization, ‘Malaria: The malaria vaccine implementation programme (MVIP)’, 2 March 2020, https://www.

who.int/news-room/questions-and-answers/item/malaria-vaccine-implementation-programme.
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ADP は、SAVING コンソーシアムがガーナ食品医薬
品局、保健省、ガーナ保健局をはじめとする国内の
ステークホルダーを結集して、能力構築と組み合わ
せた実装研究アプローチを採用し、新規マラリアワ
クチンを全国で効果的に導入する際の実装面、運営
面での障害を解消できるよう、支援を行っています。

ADP はまた、SAVING コンソーシアム向けのデジタ
ル通信プラットフォームの整備も支援しました。こ
れによって、コンソーシアムのメンバーはオンライ
ンで、統合的な計画策定や調整、能力構築を実施で
きるようになっています。

国立ガーナ健康科学大学保健研究所所長のマーガ
レット・ギャポン教授は「ADP によるアプローチは、
各国において多様な機関を結びつけ、これらの機関
が共通の課題に取り組むことを可能にしている」と
語り、次のように付け加えています。

「ガーナでは、ADP が支援する SAVING コ
ンソーシアムを通じて、医薬品安全性監視

（ファーマコビジランス）および関連分野の
実装研究能力を構築し、新規医療技術のア
クセスと提供に向けた課題が特定され、対
処されるようにしています」

「私たちはさまざまな形で、国の医薬品政策と実施計
画を見直し、安全性の監視・対応能力を強化するた
めの支援を受けてきました」

出典：Fidel Zavala, ‘RTS,S: the first malaria vaccine’, The Journal of Clinical Investigation. 2022;132(1):e156588の図を基に作成。

マーガレット・ギャポン教授
写真：edctpforum.org
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マラウイでは、国家マラリアワクチン・プログラム
により RTS,S ワクチン向けに開発された医薬品安全
性監視メカニズムを活用し、ADP は医療システム全
体の医薬品安全性監視システムの拡充を支援しまし
た。また、規制制度の強化に対する幅広い支援の一
環として、薬局・医薬品規制当局と連携し、国家医
薬品安全性監視センターの設立やその安全性監視力
の強化、医療従事者向けの報告経路とツールの改善
を実施しました。

ガーナとマラウイで RTS,S ワクチンの導入と普及が
成功すれば、5 歳未満の子ども達の年間 100 万人以
上の発症を回避し、約 4,000 人の死亡を防げる可能
性があります 10。もし、このワクチンがサハラ以南ア
フリカに普及しマラリア感染率の高い地域に暮らす
子どもたちに投与されれば、年間で最大 3,300 万人
の感染と 11、9 万 6,400 人の死亡 12 を回避できる可能
性もあります。

ADP パートナーである TDR の科学者、コリーヌ・マー
ル博士は、「RTS,S ワクチンを広範囲に普及させるこ
とは、各国のマラリア対策プログラムにとって、大き
な課題となりかねません」と説明しています。

「ガーナとマラウイから得られた教訓は、他
の国々がこうした課題に対処し、ワクチン
の大規模な導入に備えるうえで、貴重な意
味を持つこととなるでしょう」

「ワクチンの安全性監視と、保健省の実装研
究能力強化に向けた ADP の活動は、ワクチ
ンの普及促進を支援することになります」

アフリカ全域で RTS,S ワクチンの導入が進む中で、
ADP はガーナとマラウイの経験から学んだ教訓を他
国のマラリアプログラムと共有してゆきます。

また MVIP による RTS,S ワクチンの展開から得られ
た教訓は、全世界の低・中所得国での新型コロナ・
ワクチン接種プログラムを含め、その他ワクチン・
プログラムの計画策定と実施にも大いに参考となる
ことでしょう。

参考資料

 � SAVING consortium: https://savingconsortium.org/ 
 � WHO, ‘Malaria vaccine implementation programme’: https://www.who.int/initiatives/malaria-

vaccine-implementation-programme
 � WHO, ‘Malaria vaccine: WHO position paper – March 2022’, Weekly Epidemiological Record, 2022, 

97 (09): 60–78: https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9709-61%E2%80%9380
 � WHO, ‘Over 1 million African children protected by first malaria vaccine’, 21 April 2022: https://

www.who.int/news/item/21-04-2022-over-1-million-african-children-protected-by-first-malaria-
vaccine

 � WHO, ‘WHO recommends groundbreaking malaria vaccine for children at risk’, 6 October 2021: 
https://www.who.int/news/item/06-10-2021-who-recommends-groundbreaking-malaria-vaccine-
for-children-at-risk

10 Based on incidence data from the Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, ‘Global Burden of 
Disease study 2019’, https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/.

11 同上。
12 World Health Organization, ‘Full Evidence Report on the RTS,S/AS01 Malaria Vaccine: Background paper’, WHO, Geneva, 

September 2021, https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/mvip/full-evidence-report-on-the-rtss-
as01-malaria-vaccine-for-sage-mpag-%28sept2021%29.pdf.
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「ビルハルジア」または「カタツムリ熱」とも呼ばれ
る住血吸虫症は、淡水産巻貝を中間宿主とする寄生
虫症です。

NTDs の中でも、最も広く蔓延している疾患の一つで、
社会経済面でも健康面でも大きな負担となっていま
す。推計によると、2019 年の時点で、住血吸虫症の
治療を必要とする人々は全世界で約 2 億 4,000 万人に
上ります 13。これらの感染症の大部分はサハラ以南ア
フリカで発生しており、1 億 7,200 万人を超える 5 歳
未満児が感染のリスクにさらされています 14。

不十分な衛生状態や、感染源となる水域で泳いだり、
釣りをしたりするなどの活動をすることで、子ども
は特に感染しやすい状況にあります。住血吸虫症は、
安全な飲み水や衛生設備を利用できない貧しいコ
ミュニティでよく見られる病気でもあります。

タンザニアでは、人口の 50% 以上が主としてビクト
リア湖、タンガニーカ湖、ニヤサ湖の各地域で住血
吸虫症に罹患するリスクを抱えています。タンザニ
アでは、5 歳未満児 600 万人もの子どもたちが住血
吸虫症の感染リスクにさらされていると推定されて
います。2019 年の時点で、5 歳未満児 5 万 3,316 人
の感染が確認されていますが、これによる DALYs の
損失は 1,086 年に上ります 15。

住血吸虫症によく見られる症状としては、腹痛、下痢、
血便が挙げられます。子どもに対する影響は深刻で、
貧血症や成長阻害、学習障害が生じるおそれもあり
ます。幸いなことに、このような症状は通常、治療
によって完治すことができます。

13 World Health Organization, ‘Schistosomiasis: Key facts’, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
schistosomiasis. 

14 数字はWHO（Maternal, newborn, child and adolescent health and ageing data portal: https://www.who.int/data/maternal-
newborn-child-adolescent-ageing/indicator-explorer-new/mca/under-five-population-(thousands)および‘Schistosomiasis: 
Status of schistosomiasis endemic countries’: https://apps.who.int/neglected_diseases/ntddata/sch/sch.html）、ならび
に、Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, ‘Global Burden of Disease Study 2019’: https://
vizhub.healthdata.org/gbd-results/のデータに基づくもの。

15 Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, ‘Global Burden of Disease study 2019’, https://vizhub.
healthdata.org/gbd-results/.

ADPは、住血吸虫症などのNTDsの予防薬を蔓延のおそれがある地域の子どもたちに届けられるよう、支援を行っています。 
写真：Natasha Scripture/UNDP

タンザニアの子どもたちを住血吸虫症から守るために 
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WHO の推奨する有効な住血吸虫症対策としてはま
ず、リスクにさらされた人々に定期的にプラジカン
テルという薬剤の集団投薬を行うことが挙げられま
す。NTDs の予防のための集団投薬は、世界の公衆衛
生において最も費用対効果の高い施策の一つです。

タンザニア政府は長年にわたり、学校での治療薬配
布をはじめ、このように大規模な集団治療キャンペー
ンを実施してきました。しかし、タンザニアで住血
吸虫症のリスクにさらされた 5 歳未満児は、この年
齢層に適した治療薬が存在しなかったことから、集
団治療キャンペーンから取り残されてきました。

GHIT Fund は、乳幼児をはじめとする幼い子どもに
適した潜在的治療法の開発を目的として、小児用プ
ラジカンテル・コンソーシアムに資金援助を行って
います。「アラプラジカンテル」と呼ばれるこの治療
薬は現在、必要とされる規制当局の承認に向けて準
備が行われている段階であり、2024 年には使用でき
るようになるものと見込まれています。

この治療薬が利用可能になり、その使用が推奨され
るのに先立ち、ADP は関連する国内能力を強化する
ことにより、タンザニアが迅速に同治療薬を導入し
提供できるよう準備を支援しています。この支援は、
新規医療技術が開発されても、その実効的な導入と
患者への提供を確保するためには、政策と規制の組
み合わせに加え、国レベルでの効果的な調達やサプ
ライチェーン管理が必要であるという事実認識に基
づき行われています。

ADP は治療薬の迅速な導入と提供を実現するために、
保健省や国立医学研究所（NIMR）、WHO を含め、多
様な部門のステークホルダーと密接に連携しつつ、
タンザニアで実施中の「小児用プラジカンテル製剤
提 供・ 展 開 準 備 に 向 け た 医 療 シ ス テ ム 能 力 強 化

（STEPPS）」プロジェクトを支援しています。

NIMR のポール・カジヨバ博士は、「タンザニアでは、
5 歳未満児の住血吸虫症感染が公衆衛生上、懸念すべ
き問題となっています。アラプラジカンテルが承認さ
れ、入手可能となり次第、効果的かつ迅速にこれを導

住血吸虫症のライフサイクル

出典: Benjamin Cummings (2004) として公表されたPearson Education, Inc.による図を基に作成。
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入できるよう、準備を進めておくことが欠かせませ
ん。私たち国立医学研究所は、開発パートナーや政策
立案・決定者と連携し、マルチセクター型のアプロー
チでその実現に努めています」と語っています。

特にデータが不足している地域で、5 歳未満の子供の
住血吸虫症感染の正確な規模を把握するために、
NIMR は「アフリカのための感染症対策 (Tackling 
Infections to Benefit Africa)」の支援を受けて疫学調
査を実施しています。この調査で得られた情報は、
アラプラジカンテルの初期調達量や関連費用の推計
に用いられます。

STEPPS プロジェクトの特筆すべき成果の一つとし
て、既存の全国規模の駆虫プログラムを活用した、
アラプラジカンテルの適切な提供モデルを特定した
ことが挙げられます。

加えて、20 の県で 300 人以上の医療従事者が、プラ
ジカンテル関連の薬物有害反応に関する安全監視・
対応システムの使い方に関する訓練を受けています。
また、大規模な治療キャンペーンを実施する 3,000
人のコミュニティ・ヘルスワーカーの能力を強化す
るツールやガイドラインも開発され、これによって
NTDs 治療薬のサプライチェーンの効率と信頼性が改
善しています。

また STEPPS プロジェクトは、幼児の住血吸虫症感染
や、小児用製剤の将来的な展開の可能性とその重要性
に対するコミュニティの認識向上にも努めています。

タンザニアが住血吸虫症の制圧に成功するよう支援
する ADP の取り組みは、今も続いています。この目
標が達成されれば、得られた教訓は他の域内の国々
にとっても有益になることが期待されています。

写真：Natasha Scripture/UNDP

参考資料

 � Pediatric Praziquantel Consortium: https://www.pediatricpraziquantelconsortium.org/
 � Pediatric Praziquantel Consortium, ‘The Pediatric Praziquantel Consortium Announces Positive 

Phase III Results for Arpraziquantel To Treat Schistosomiasis’, 16 November 2021: https://www.
pediatricpraziquantelconsortium.org/sites/ppc/files/2021-11/Ped PZQ_Phase III results press 
release_Consortium_FINAL.pdf

 � JAGntd and GHIT Fund, ‘Webinar Series 3: Country’s Perspective: Introduction of Pediatric 
Praziquantel for Schistosomiasis in Tanzania’, 18 November 2021: https://www.youtube.com/watc
h?v=UNuTO6x0A38&list=PLGQCDAHEeq--Y96srduc_LzeGo_9nrhRz&index=4 

 � WHO, ‘Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: A road map for neglected 
tropical diseases 2021–2030’, 28 January 2021: https://www.who.int/publications/i/
item/9789240010352
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政策枠組みの整備
政策環境の整備は、新規医療技術の迅速な導入へのカギを握ります。ADP は、医療技術の選択、優先順位設
定および利用から、調達、サプライチェーン管理ならびに提供のシステムに至るまで、医療システムのさまざ
まな機能が協調し、アフリカ全土で品質を保証された安全で効果的な医療技術へのアクセスを拡大できるよう、
調和の取れた国内政策・規制枠組みの整備に対する支援を優先課題としています。

写真：Natasha Scripture/UNDP 16



アフリカ大陸における予防可能な病気による疾病負担
と死亡率の高さは、各国の医療システムの不備や、安
全で品質が保証され有効な医薬品やその他の医療技
術へのアクセス欠如が一因となっています。医療技術
に対する需要の高まりを考えれば、その効果的規制に
注力し、投資することが急務と言えます。

多くの国では、医薬品やその他の医療技術を迅速に
承認し、品質、安全および有効性に関する基準の遵
守を確保するための能力と資源が依然として限られ
ています。さらに、国内の政策枠組みが脆弱であっ
たり、時代遅れであったり、一貫性を欠いていたり
することも課題として残っています。その結果、国
によって申請要件が異なり、研究者やメーカーが同
じ医療技術を登録する際、複数の規制制度への対応
を強いられます。

調和の取れた政策枠組みは、効果的な規制の基盤とな
るだけでなく、各国間の協力を強化する力にもなりま

す。ADP はこの認識に立ち、医療用品規制に関する
アフリカ連合（AU）モデル法の策定と施行を支援し
てきました。これまでのところ、19 か国がこのモデ
ル法を全面的または部分的に国内法化しています。

2016 年に AU 加盟国によって採択された AU モデル
法は、各国がその規制枠組みの強化と整合化を図る
ためのテンプレートの役割を果たしていますが、こ
れは規制当局による承認の予見可能性と効率を高め
るために欠かせません。モデル法は、地域レベルで
の協調と能力強化を通じ、アフリカにおける医療技
術へのアクセスの妨げとなる規制障壁の解消を目指
す「アフリカ医薬品規制調和（African Medicines 
Regulatory Harmonization）」イニシアチブの 2 つの
重要な柱のうちの一つです。この種の地域的調和へ
の取り組みは、規制審査の重複を減らし、相互承認
を促進し、アクセスを加速することで、新規医療技
術の提供を迅速化することが判明しています。

規制システムの調和を図りその効率性を改善することは、アフリカ全土で新型コロナ・ワクチンその他の医療技術へのアクセスの
迅速化を意味するため、コロナ禍の中で、より大きな緊急性を帯びるようになりました。写真：Braňo on Unsplash

品質が保証された、安全で効果的な医療技術への 
アクセスをアフリカ全土で拡大するために
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AU モデル法の策定プロセス全体を通じ、ADP は、設
置が提案されていたアフリカ医薬品庁（AMA）に関
するものを含む、専門家による法的助言と技術的支
援を提供しました。地域の専門技術機関として、
AMA は AU 加盟国に対する規制面のガイダンスや技
術援助の提供はもとより、地域および国内レベルで
法規制改革を容易にするために AU モデル法の使用を
促進するうえでも、大きな役割を果たすことが期待
されています。

COVID-19 のパンデミックにより、これらの問題はさ
らに緊急性を増しています。アフリカ全域の規制制
度システムを調和させ、規制の効率化を図ることで、
新型コロナ・ワクチンや関連の医療技術への迅速な
アクセスを確保することが出来ます。

ADP は、アフリカ連合開発庁―アフリカ開発のため
のパートナーシップ（AUDA-NEPAD）と長年連携し、
AU モデル法の策定推進と、2016 年にアフリカ各国

医療用品規制に関するAUモデル法の対象となる 
規制機能のまとめ

出典：Africa Union Development Agency-New Partnership for Africa’s Development, ‘AU Model Law for Medical Products 
Regulation’, AUDA-NEPAD, Midrand, South Africaを基に作成。

写真：@matteoguedia on Freepik
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首脳が AU サミットでモデル法を採択して以降は、
AU 加盟国における AU モデル法の国内法化にも共同
で取り組んでいます。

今日までに、4 カ国が国内化プロセスを完了し、他の
国は国家協議プロセスの最中にあり、場合によっては、
法案の採択のための立法プロセスに入っています。

ADP は引き続き、モデル法の国内化に取り組む国を
さらに増やし、そのプロセスの完遂に向けた継続的
技術援助を提供するため、AUDA-NEPAD と積極的に
協力していきます。

例えば、ADP はガーナとセネガルで、国内のステー
クホルダーとの協議や、法律・政策の見直しも支援
しており、現在は法案作成のプロセスが進んでいる
ところです。

ADP の支援を受けて AUDA-NEPAD が作成したガイ
ダンス文書は、AU モデル法の概念の理解を深めるこ
とを目的としており、モデル法を各章ごとに分析し
ながら、法律の起草方法に関するガイダンスを提供
することで、有用な草案作成の提案を示しています。

こうした取り組みは全体として、各国がその法規制
を AU モデル法に合わせ、効果的な規制を促進するだ
けでなく、地域全体で規制制度の調和を図るという
目標の達成にも寄与しています。

「法規制環境の調和により、アフリカ全域で
の AMA の効果的な運用が可能になるで
しょう。よって、AU 加盟国による AU モ
デル法の国内法化は、こうした規制の調和
に向けて欠かせない一歩となります」

「COVID-19 のパンデミックは、私たちにその重要性
を示しました。私たちはそのような認識が、この問
題に対する関心をさらに深めるものと期待していま
す。そして、ADP との継続的パートナーシップが、
AU 加盟国を国内化のプロセスへとさらに衝き動かす
ことを心待ちにしています。また、ガイダンス文書
によって、AU モデル法の規定を各国の要件や優先課
題に適応させるために技術援助を必要とする AU 加盟
国のニーズにも対応しています」 
—  マーガレット・ンドモンド・シゴンダ博士、AUDA-

NEPAD 保健プログラム責任者兼・アフリカ医薬品
規制調和（AMRH）イニシアチブ・コーディネーター

参考資料

 � AUDA and ADP, ‘A guidance document for domestication of the African Union Model Law on 
Medical Products Regulation’, 2021: https://www.nepad.org/publication/guidance-document-
domestication-of-african-union-model-law-medical-products

 � ADP, ‘UNDP and Ghana Food and Drug Authority join forces to strengthen regulation of health 
technologies’, 10 October 2021: https://adphealth.org/blog/95/UNDP-and-Ghana-Food-and-
Drug-Authority-join-forces-to-strengthen-regulation-of-health-technologies.html

 � ADP, ‘Issue brief: African Union Model Law for Medical Products Regulation’, 2017: https://
adphealth.org/resource/33/issue-brief-au-model-law-for-medical-products-regulation---
increasing-access-to-and-delivery-of-new-health-technologies-for-patients-in-need/

 � AUDA, ‘AU Model Law on Medical Products Regulation’, 2016: https://www.nepad.org/
publication/au-model-law-medical-products-regulation

マーガレット・ンドモンド・シゴンダ博士
写真：AUDA-NEPAD 
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規制制度の強化
各国の規制当局は、医療技術の品質、安全性および有効性を確保することにより、人々の命と健康を守ってい
ます。その手段となる幅広い機能の中には、国内での導入と使用に先駆けて医療技術の評価を行うこと、医薬
品の適切な製造、保管および供給を促進すること、規格外品や偽造品の流通を防ぐこと、医療専門家と患者に
医薬品の合理的使用に関する情報を提供することが含まれています。よって、国家規制制度の整備は、国民医
療システムに欠かせない要素となります。

ADP は WHO を通じ、低・中所得国が国家規制当局（NRAs）の能力を強化できるよう支援しています。その際
に提供される技術援助は、国家規制当局がベンチマークとなる国際基準とベストプラクティスを遵守できるよう
にすることをねらいとしており、医療用品の品質、安全性および有効性の確保に欠かせない支援となっています。

写真：UNDP 20



医薬品やその他の医療用品へのアクセス向上は、公衆
衛生上の重要な優先課題であると同時に、UHC に根本
的に欠かせない条件でもあります。各国の規制制度は、
医薬品、ワクチン、血液や血液製剤、さらには体外診
断薬を含む医療機器など、あらゆる医療製品の安全性
と品質、有効性を評価、監視しています。しかし、
WHO の推計によると、全世界の規制当局のうち、医
薬品やワクチンその他の医療製品の安全性と有効性の
確保に必要な機能すべてを担うのに十分な能力を備え
ているものは、30% にも達していません。

医療製品の品質が標準以下であったり、その生産、
保管または輸送が不適切であったり、偽造や不正な
使用または乱用があったりする場合には、公衆衛生
にとって大きなリスクとなるばかりか、入院や死に
至るおそれさえあります。

過去数十年間にわたり、WHO「規制システム強化
（Regulatory Systems Strengthening）」プログラムは、
充実した技術支援モデルを開発、精緻化してきまし
たが、このモデルには、標準的ツールとして「グロー
バル・ベンチマーキング・ツール（GBT）」を利用し
た規制システムと機能の評価、および、各国が規制

上の効果的監督を実施できるよう援助することを目
的とした制度開発計画（IDPs）の 2 要素が盛り込ま
れています。IDPs は、政府による投資と、WHO や
その他の開発パートナーによる技術援助の提供に際
して参考や指針となる青写真を提供しています。
IDPs は GBT 指標と組み合わせた形で、進捗を監視、
促進するための客観的ベースラインも提供します。

近年は ADP と連携する形で、多くの ADP 重点国の
国家規制当局が、大幅な能力改善を遂げていますが、
これは WHO のベンチマーキング・プロセスによって
も裏づけられています。

ガーナ、インド、インドネシア、タンザニアおよび
タイの国家規制当局は、ワクチン規制制度につき成
熟度レベル 3（レベル 4 が最高）に達しています。う
ち、タンザニアとガーナの 2 か国は、医薬品とワク
チン双方の規制制度につき、成熟度レベル 3 を達成
しました。

成熟度レベル 3 は、安定的で正しく機能する統合的
な規制制度の存在を裏付けています。

2021年6月の評価ミッションで、タイ食品医薬品局の職員と話し合うWHOの評価担当者。 
写真：WHO

安全で効果的な医療技術の確保に向けた 
国家規制当局の強化
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つまり、これらの国々は近年、GBT による評価に基
づく WHO のガイダンスに従って、医療システム内の
医療製品の高い品質と安全性を確保し、意図した健
康効果を実現するために大幅な改善を遂げているの
です。

特筆すべきは、タンザニアとガーナの 2 か国が、ア
フリカで初めてこの水準に達したということです。

さらに最近では、2021 年 9 月に、タイもこの水準に
達しました。タイ食品医薬品局（FDA）は長年にわ
たり、特に「予防接種拡大計画」で子どもに投与さ

れる 10 種のワクチンにつき、国内需要の増大に対応
するため、ワクチンに関する規制制度を充実させて
きました。この改善は、国内で生産されたワクチン
を輸出し、地域と全世界のワクチン供給に貢献でき
る、信頼度の高い認可機関としての役割を果たすと
いうタイの意欲を反映するものでもあります。タイ
では、FDA の成熟度向上を医薬品やその他の医療用
品に拡大しようとする取り組みも加速しています。

さらに、ADP は現在、ブータン、ブルキナファソ、
マラウイおよびセネガルの国家規制当局についても、
IDPs の策定と実施の支援を行っています。

参考資料

 � WHO, ‘WHO Global Benchmarking Tool (GBT) for evaluation of national regulatory systems’: 
https://www.who.int/tools/global-benchmarking-tools

 � WHO, ‘List of National Regulatory Authorities (NRAs) operating at maturity level 3 and maturity 
level 4’: https://www.who.int/publications/m/item/list-of-nras-operating-at-ml3-and-ml4

 � WHO, ‘Manual for benchmarking of the national regulatory system of medical products and 
formulation of institutional development plans’, February 2021: https://cdn.who.int/media/docs/
default-source/medicines/regulation-systems/benchmarking_manual_v2_09mar2021_clean.pdf
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成熟度レベル3に達しているADP支援国のタイムライン
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医薬品とワクチンの安全性
新規医療技術の導入と使用は、それまで予測できなかった事象や有害反応に必ず直面します。副作用の中には、
多種多様な人々が一定期間、その製品を使用して初めて生じうるものもあります。このため、副作用を察知、
評価、把握、管理および予防できる機能的システムが重要となります。ADP は TDR を通じて、国家規制当局
や疾病対策プログラム、医療従事者が関連のツールと技術的能力を強化し、医薬品安全性監視に係るベストプ
ラクティスを実施できるよう支援してきました。

写真：UNDP 23



インドネシアにおける薬剤耐性結核の根絶に向けて 

長足の進歩は見られているものの、結核は毎年 150
万人の命を奪い続けていると見られ、COVID-19 に次
いで 2 番目に死者の多い感染症となっています 16。イ
ンドネシアでは、結核は死因の上位を占め、2020 年
にはおよそ 10 万人が死亡したといわれています 17。

結核は結核菌という細菌が肺に感染することで引き起
こされる病気です。近年は、既存の治療薬に耐性を示
す新たな株も生まれてきました（薬剤耐性結核または
DR-TB として知られています）。薬剤耐性結核は、衰
弱しやすく、命さえ奪いかねない症状を引き起こすた
め、より長期の集中的な治療を要します。

結核は、患者とその家族を壊滅的な経済的困難に陥
らせる可能性があります。政府は無償の結核検査キッ
トや医薬品を提供しているものの、所得の喪失と自
己負担分（旅費や以後の通院、入院、サプリメント
食品など）は、結核患者一人当たり 169 米ドル程度
に上るおそれもあります。薬剤耐性結核患者につい
ては、病気の重さや治療期間の長さ、それによる所
得の喪失によって、こうした費用負担が一人当たり
最大で 14 倍の 2,342 米ドルも上りかねません 18。

薬剤耐性結核の効果的な診断と治療に対する障壁は
多次元にわたり、社会的要因の影響を受けます。そ
の中には、検査や治療を受ける妨げとなる結核に対
する偏見やメンタルヘルス、貧困、住宅、失業など
の問題が含まれます。

インドネシア、ジャカルタの病院で、肺のレントゲン写真を見る患者。写真：Fauzan Ijazah/UNDP

16 World Health Organization, ‘Tuberculosis’, 14 October 2021, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
tuberculosis.

17 World Health Organization, ‘Tuberculosis profile: Indonesia’, 3 October 2022, https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_
profiles/?_inputs_&entity_type=%22country%22&lan=%22EN%22&iso2=%22ID%22.

18 Susan van den Hof, David Collins, Firdaus Hafidz, Demissew Beyene, Aigul Tursynbayeva and Edine Tiemersma, ‘The 
socioeconomic impact of multidrug resistant tuberculosis on patients: results from Ethiopia, Indonesia and Kazakhstan’, 
BMC Infectious Diseases 2016; 16(1): 470, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5011357/.
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19 2022年9月、保健省の四半期レビュー会合に提出された資料に基づく。

インドネシアの国家結核プログラムは、薬剤耐性結
核への対策という点で、顕著な進歩を遂げつつあり
ます。2017 年には、全 34 州の 360 か所に薬剤耐性
結核治療施設、2,300 か所にそのサテライトサイトを
設置し、全国カバー率 100% を達成しました。

WHO は 2020 年、薬剤耐性結核の治療法として、約
9~11 か月程度で完了する全経口治療を推奨しまし
た。期間が 24 か月にも及びかねないばかりか、毎日
の注射を必要とする従来型の薬剤耐性結核治療と比
べた場合、この新たな投薬法は期間が短く、服薬も
簡単で、有効性も高くなっています。

しかし、この新たな治療法も、多くの患者にとって難
題であることに変わりはありません。経済的負担に加
え、吐気や眠気、抑うつ、精神病、腎障害、聴力喪失
など、幅広い副作用も伴うおそれがあるからです。

まだ多くの課題が残っています。2022 年 1 月から 9
月にかけ、インドネシアでは 8,042 人の薬剤耐性結
核患者が確認されましたが、そのうち治療を受けて

いる患者は約 54% に過ぎません 19。これはおそらく、
薬剤耐性結核に関連する幅広い経済的、社会的課題
により、障壁が生じているためだと見られます。

ADP は特に、新しい結核治療薬の安全な普及を確保
する監視システムの構築を支援することにより、イ
ンドネシアでの結核対策に貢献してきました。

2014 年から 2016 年にかけ、ADP は国家結核対策プ
ログラム、国家医薬品食品監督庁および公立病院に
対し、薬剤耐性結核短期治療計画の一環として導入
された新規医薬品ベダキリンの副作用を検知し、適
正に管理する能力を高めるための支援を行いました。
その中には、医療従事者と薬剤師約 200 人を対象と
する「積極的安全性監視」訓練が含まれています。
これは、治療中の患者に積極的かつ体系的な臨床検
査評価を行い、確認された有害反応とその疑いのあ
る事例を検知、管理、報告するという作業です。

ADP は 2021 年、薬剤耐性結核治療薬の安全性監視
に関する包括的な現状分析を行いましたが、国家結

毎日の治療薬を服用する薬剤耐性結核患者。写真：Fauzan Ijazah/UNDP
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核対策プログラムはこれを基に、監視システムの弱
点是正をねらいとするアクションプランを策定しま
した。ここで得られた教訓は、短期の全経口治療計
画を採用する他国の結核対策プログラムにも役立つ
ことが期待されます。

ADP はまた、保健省と連携し、良質で安価な医薬品
の選定と調達、および結核対策プログラム実施の
ギャップに取り組む医療システムの研究など、他の
関連システムの強化にも取り組んできました。保健
省の財務管理情報システム、人的資源および報告体
制を強化するための UNDP からの技術的支援は、同
国の HIV、結核およびマラリア対策について、世界エ
イズ・結核・マラリア対策基金（略称：グローバルファ
ンド）からの 2018 年から 2023 年を対象とした資金
援助の獲得にも貢献しました。

参考資料

 � National Institute of Health Research and Development, Ministry of Health, TDR and ADP, ‘National 
strategy for implementation and operational research to support prevention and control of 
tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases 2016–2019’, 2 March 2017: https://
adphealth.org/resource/32/national-strategy-for-implementation-and-operational-research-to-
support-prevention-and-control-of-tuberculosis-malaria-and-neglected-tropical-
diseases-2016--2019/

 � ADP, ‘The ADP Public Forum, Jakarta, Indonesia’, 11 January 2017: https://adphealth.org/
resource/24/the-adp-public-forum-jakarta-indonesia/

2015年4月、ADPがインドネシアのボゴールで開催した医薬品安全性
監視に関するワークショップの参加者。写真：UNDP
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現代医学の進歩は、疾病対策を一変させ、寿命を伸
ばすとともに、人々の健康と福祉を向上しました。
しかし、有害反応が発生することがあり、これが病
気や障害、さらには死亡の原因にさえなることもあ
ります。特に、新規に導入された医療技術については、
厳密な監視が必要です。

このような状況を踏まえ、有害反応を検知、評価、
管理するシステムが導入されています。こうしたシ
ステムはしばしば「医薬品安全性監視（ファーマコ
ビジランス）」と呼ばれ、効果的な国の規制制度、臨
床および公衆衛生プログラム全般に欠かせない構成
要素となっています。

効果的な医薬品安全性監視を行うためには、質の高い
報告が多数必要ですが、多くの国では、報告の不足や
遅れが常態化しています。この問題に対処するため、
ADP は低コストで簡単にアクセスできるデジタル・
ソリューションの利用を積極的に推進しています。

マラウイでは、ADP は、患者が医薬品やワクチンに
対する有害反応を報告するためのデジタル・ソリュー
ションの開発と導入を支援してきましたが、このプ

ロセスは COVID-19 のパンデミックを受け、さらに
加速されました。

2021 年、ADP の支援と資金供与により、マラウイで
「Medsafe 360」が導入されました。このツールによ
り、患者と医療従事者は SMS 機能の付いた携帯電話
を使って、薬物有害反応の疑いを報告できるように
なりました。Medsafe 360 は、従来の紙ベースの報
告よりも手続きが速いため、報告の遅れを減らすこ
とができます。特筆すべきは、スマートフォン機能
やインターネット接続がなくとも機能するという点
です。ユーザーは *360# とダイヤルまたは SMS で入
力することで、無料で報告することができます。

Medsafe 360 は最良の時期に導入されました。薬剤
耐性結核の新たな治療法や、マラリアと COVID-19
の新規ワクチンをはじめとする新規医療技術の導入
には常に、厳密な安全性監視が必要となるからです。

マラウイ薬事医薬品規制局のセシリア・サンバクン
シ薬品監察官によると、ADP はマラウイにおける医
薬品安全性監視システムの強化において重要な役割
を果たしてきました。

写真：ガーナ食品医薬品局

マラウイとガーナにおける医薬品安全性監視へのイノベーション 
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「ADP からは、国立医薬品安全性監視セン
ターの主要職員と医療従事者の能力構築に向
けて、技術、資金両面の支援がありました」

サンバクンシ氏は「MedSafe 360 に関しては、ADP
はその開発や導入、評価に向けた資金を提供してく
れました」と語っています。

ADP はガーナでも、個別症例の安全性報告に関する
全国的電子管理システム「Safety Watch System」や、
さらに最近では、薬物有害反応の可能性をコミュニ
ティ・レベルで迅速かつ直接に報告できるモバイル
アプリ「MedSafety」の導入を通じ、医薬品安全性
監視のデジタル化を支援しています。これら 2 つの
システムにより、2016 年から 2019 年にかけての関
連報告件数は 30% 以上も増加しました。

ガーナ食品医薬品局が導入している MedSafety アプ
リは、医薬品やワクチンを含む医療技術の予期せぬ
有害な副作用について、患者や医療従事者に報告を
促すために設計されています。このアプリには安全
性情報が含まれているほか、ユーザーは製品ごとに
カスタマイズされたニュースやアラートを受けとる
ことができます。

このアプリは ADP、WEB-RADR（薬物有害反応に対
する認識）プロジェクト、英国医薬品医療製品規制庁
およびガーナ保健省の支援を受けて開発されました 20。

2019 年 6 月に行われたアプリの発表会で、ガーナ食
品医薬品局のデレーズ・ミミ・ダルコ局長は次のよ
うに述べています。

「この MedSafety アプリは、医療製品の安
全性問題についてより速く報告し、いつで
もどこでも患者の安全を促進できる新たな
手段です。なぜなら、携帯電話はいつもそ
ばにあるからです」

Med Safety アプリは、有害反応の監視と報告のコス
ト削減に貢献するとともに、食品医薬品局とクライ
アント間のコミュニケーションも改善しました。
ADP の支援で行われたユーザー調査（主として医療
従事者が対象）では、アプリに対する圧倒的にポジ
ティブな反応が明らかになるとともに、改善の余地
がある箇所も明らかになりました。調査結果は 2022
年中に査読誌で発表される予定ですが、その知見は
ガーナでのアプリ普及を後押しします。また、他国
で同様のアプリを導入するにあたり有用な情報を提
供します。

参考資料

 � Food and Drugs Authority Ghana, MedSafety app video walk-through, 21 February 2021: https://
www.facebook.com/fdaghana/videos/1098121227289184/

 � UNDP, ‘Med Safety App for reporting side effects of medicines and other health products in 
Ghana’, 17 August 2019: https://www.gh.undp.org/content/ghana/en/home/presscenter/
articles/2019/the-med-safety-app-for-reporting-side-effects-of-medicines-and-o.html

20 Ghana Food and Drugs Authority, Med Safety flyer, 2019. 

デレーズ・ミミ・
ダルコ・ガーナ氏
写真：ガーナ食品医薬品局

セシリア・
サンバクンシ氏
写真：LinkedIn
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写真：Nii Armah Solomon 

実装研究
特に多くの低・中所得国では、医療システムの資源が限られているため、医療技術の大規模な展開は、アクセ
スや提供、使用の面で幅広い課題に直面するおそれがあります。現地特有のボトルネックへの対処を怠れば、
新規の医薬品や診断検査、ワクチンの効果的な採用に悪影響が及びます。ADP は TDR を通じ、各国の研究機
関や疾病対策プログラム、医療研究者がこのようなボトルネックを特定し、これに対処するため、連携して実
装研究アプローチを適用できるよう支援しています。
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ガーナでイチゴ腫感染の連鎖を断つために 

ガーナのウエストアキム市にあるトップイーズ・メ
ソジスト・スクールに通う 14 歳の学生、ゴッドフリー・
タマテさんは次のように語っています。

「先月、小さなおできができました。今月は
それが大きくなりました。時々痛くなって、
学校での勉強に集中できないので、薬局で薬
を買いました。それでも良くなりません」

16 歳のサミュエル・アチアさんは「痛みが出てから
2 年以上になります。お湯と、薬局で買った軟膏を使っ
ているのですが、痛みは引きません。病院には行っ
ていません」と語ります。

ゴッドフリーさんとアチアさんが罹っているのは、
風土性のトレポネーマ細菌による慢性感染症で、一
般的には「フランベジア（イチゴ腫）」と呼ばれてい
ます。皮膚や軟骨、骨を変形させる衰弱性疾患です。
この病気は主に 15 歳未満で、へき地のコミュニティ

で暮らす子どもが感染します。そのまま放っておけ
ば、障害が一生残るおそれもあります。

WHO が NTDs の一つに分類しているイチゴ腫は、
主に暖かく湿気の多い気候で見られます。現在、ガー
ナを含む約 15 か国で風土病であることが知られて
います。

WHO のイチゴ腫根絶戦略は、数次にわたる地域全体
治療（住民全体を治療対象とする集団投薬）と全対
象者治療（感染者とその接触者の治療）で症例を洗
い出したうえで、その治療と治癒を確保し、感染の
連鎖を断つことを求めています。

ADP は 2019 年以来、イチゴ腫根絶への取り組みの
一環として、ガーナ保健局の「ブルーリ潰瘍対策・
イ チ ゴ 腫 撲 滅 プ ロ グ ラ ム（National Buruli Ulcer 
Control and Yaws Eradication Programme）」を支援
してきました。具体的には、実装研究、および 1 回
の投与でイチゴ腫を治癒できる抗生物質アジスロマ

ガーナ、ウエストアキムの学校で、皮膚病変のスクリーニングとイチゴ腫検査を待つ学生たち。写真：Nii Armah Solomon
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写真：Nii Armah Solomon

イシンを用いた地域密着型の集団投薬に関する国内
能力の強化を行っています。

実装研究は、保健介入や戦略、政策の効果的で質の
高い実施に対する局地的なボトルネックを把握し、
これに対処するための体系的な手法で、各国による
新規医療技術の導入と普及の支援に対する ADP のア
プローチでも重要な柱となっています。

2020 年の初めには、準備段階の活動の一環として、
ガーナ東部のウエストアキム地区で、 感染者が出てい
るコミュニティから関連情報を収集するため、30 日
間にわたる流行マップ作成調査が行われました。こ
の調査では、イチゴ腫がどこで、いつ生じているの
かを明らかにするため、地域のリーダーや住民との
面接も実施されました。

ウエストアキム市保健局のサミュエル・アジェマン・
ボアテング局長は「イチゴ腫が流行しているコミュニ
ティのマップ作成が第一歩となりました。全員が少な
くとも 1 回の治療を受ければ、イチゴ腫の蔓延が続く
可能性はほとんどなくなります」と語っています。

迅速診断検査とサンプル採取の効果的な活用や、ジェ
ンダーと偏見に関連する障壁を防ぐためにコミュニ
ティの動員を図る必要性など、運用上の重要な課題
も明らかになりました。

また、この調査では、自治体内で流行が見られる地
域と、見られない地域を特定してマッピングし、サ
ブディストリクト以下のレベルにまで措置の対象を
絞り込むための支援を行うことにより、ベースライ
ンの確定も行いました。
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根絶の取り組みには、広範な計画策定と多段階にわ
たる活動が必要となるため、ADP は第一線で地域に
密着した医療従事者がこれらに関連する能力を身に
着けられるようにするためのトレーニングを支援し
ました。ブルーリ潰瘍対策・イチゴ腫撲滅プログラ
ムの医療従事者と、地域的な NTDs フォーカルポイ
ントとなる人員が、症例判定と報告書作成のほか、
治療に対する有害反応の監視に関するトレーニング
を受けました。

ガーナ保健局潰瘍対策・イチゴ腫撲滅プログラムで
プログラム管理者を務めるナナ・コナマ・コテイ博
士によると、ガーナでのイチゴ腫撲滅には大きな期
待が寄せられています。

「イチゴ腫の根絶は、ガーナの人々の生活に
大きな影響を与えるでしょう。社会変革を
もたらす可能性があるほか、公衆衛生も明
らかに改善されることでしょう」

ブルーリ潰瘍対策・イチゴ腫撲滅プログラムは、
2022 年全体を通じ、選択された地区で全対象者治療
を続ける取り組みを強化しています。このアプロー
チは監視を強化するだけでなく、イチゴ腫を撲滅す
るための重要なツールとなるからです。

参考資料

 � Ministère de la Santé et de l’Action Sociale and PATH, ‘Manual of Standard Operating Procedures 
for NTDs Drug Management during Mass Drug Administration in Senegal’, 1 April 2021: https://
adphealth.org/resource/73/manual-of-standard-operating-procedures-for-ntds-drug-
management-during-mass-drug-administration-in-senegal/

 � UNDP, TDR, COUNTDOWN and LSTM, ‘Discussion paper: The gender dimensions of neglected 
tropical diseases’, 21 November 2019: https://adphealth.org/resource/62/discussion-paper-the-
gender-dimensions-of-neglected-tropical-diseases/

 � Tanzania Ministry of Health, ‘Guidelines for frontline health workers in Tanzania: Supply Chain 
Management of Medicines for Mass Drug Administration Campaigns for Neglected Tropical 
Diseases in Tanzania Mainland’, 12 May 2016: https://adphealth.org/resource/7/guidelines-for-
frontline-health-workers-in-tanzania/ 

 � Tanzania Ministry of Health, ‘Guidelines for community drug distributors in Tanzania: Supply Chain 
Management of Medicines for Mass Drug Administration Campaigns for Neglected Tropical 
Diseases in Tanzania Mainland’, 12 May 2016: https://adphealth.org/resource/6/guidelines-for-
community-drug-distributors-in-tanzania/ 

 � Tanzania Ministry of Health, ‘Guidelines for district pharmacists in Tanzania: Supply Chain 
Management of Medicines for Mass Drug Administration Campaigns for Neglected Tropical 
Diseases in Tanzania Mainland’, 12 May 2016: https://adphealth.org/resource/5/guidelines-for-
district-pharmacists-in-tanzania/

 � ADP, ‘Strengthening the prevention of neglected tropical diseases in Tanzania’, 5 September 2016: 
https://adphealth.org/blog/26/Strengthening-the-prevention-of-neglected-tropical-diseases-in-
Tanzania.html

ナナ・コナマ・コテイ博士
写真：Nii Armah Solomon
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最も将来性の高い医療介入策でさえ、地域特有の環
境で使われる際には障壁に直面し、望ましい結果を
出せないおそれがあります。社会行動的要因や物流
面での課題、財政的制約、極端な環境条件など、様々
な不確定要素が関わってくるからです。

そういった中、実装研究は、医療従事者が成功の可
能性を最大限に高めるうえで、ますます欠かせない
ツールとなってきています。

実装研究では、ボトルネックの特定のほか、重要な
要素として、医療システム全般を強化しながら医療
サービスの提供を充実させるためのソリューション
を特定します。この種の研究は、ワクチンや医薬品、
政策、実践といった保健介入が研究室や臨床試験の
環境を出て、現実の世界でも有効性を保てるかどう
かを判断することに役立ちます。

ADP は、医療従事者の養成や、実装研究ツールキッ
トと呼ばれる革新的な学習リソースの開発を通じ、
医療システムのさまざまなレベルで実装研究の活用
を推進してきました。

2014 年に TDR によって最初に開発されたこのツー
ルキットは、医療サービスの提供者や研究者、行政
担当者に対し、研究課題の設定や資金申請書の作成、

データの収集と分析、研究結果の共有を含め、実装
研究プロジェクトの設計と計画に関する包括的な手
引きを提供する自主学習ツールです。

ADP は、2 か国語（フランス語と英語）のオンライ
ン化などの、ツールキットの機能強化を支援しまし
た。2022 年には、実装研究プロジェクトや関連する
提案書に、分野を超えたジェンダー的視点が取り込
まれるよう、研究者の能力強化をサポートする新た
なモジュールも追加されました。さらには、ツール
キットの利用を最大限に広げるため、バーチャル学
習やハイブリッド学習に最適化された最新の機能性
を追加した形で、全面デジタル化も進められている
ところです。

このツールキットと研修の受益者としては、疾病対
策プログラムの実施担当者や地域・中央病院の職員、
学術研究者などが挙げられます。マラウイとガーナ
からの参加者は、下記のような経験の共有を行って
います。また、引き続き幅広い研究者ネットワーク
の構成員として、国や地域を越えたカウンターパー
トとの技術的交流からも利益を受けており、これが
やがては実装研究アプローチを充実させるとともに、
ツールキットの将来的な強化にも寄与することとな
るでしょう。

写真：TDR

研究を通じた医療システムの強化 
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MALAWI

実装研究ツールキットのおかげで、実装科学と質的改善プロジェクトを 
しっかりと理解し、区別できるようになりました。 
ツールのデータ監視についての推奨事項を活用し、 
生化学検査部門の振り返りもできるようになりました。 
今ではこのデータを使って、パフォーマンスを改善し、 
国家保健ラボサービス（NHLS）の外部品質管理に 
参加できるよう努力しています。 
また、実装研究ツールキットは、 
私たちの品質改善プロセス（QIPs）に欠かせない役割と 
影響力を持つステークホルダーを特定し、 
これらと連携するうえでも助けとなりました。 
これによって、生化学検査室と臨床部門間の連携も促進され、 
改善されました。
　　　　　　　　　　　　フローレンス・フィリサ氏：
　　　　　　　　　　　　リロングウェ市カムズ中央病院生化学検査室長（マラウイ）

実装研究ツールキットを 
活用した実装研究研修コースに 
参加したことで、保健介入実施に 
際する分析能力がつきました。 
コミュニティにどのような 
医療措置を提供する場合でも、 
最初から最終目標を考えられる 
ようになりました。
シーナ・カウンダ博士：
チクワワ地域病院上級医務官（マラウイ）プロジェクトの成果を生物学的 

インパクトから捉えるだけでなく、 
実装の決定要因と実装成果 
という点からプロセス全体を眺め、 
質的改善の参考とできるようになりました。 
今ではパートナーと連携する際、 
実装プロセスにより大きな注意を払い、 
その質の高さも確保するようにしています。
　　　　　　スティーブ・マニヨゾ氏：
　　　　　　カムズ医科大学疫学研究者（マラウイ）
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GHANA

実装研究に関する研修のおかげで、 
特に顧みられない熱帯病の分野において、 
構造化されたプロセスを用い、 
医療システムの問題となっている 
障害や障壁を特定するのに役立ちました。 
介入研究の開発と実施も 
成功させることができました。 
実装研究の研修はまた、適切な 
ステークホルダーを特定して連携するとともに、 
地域内での私たちの介入研究の 
潜在的財源を特定することにも役立ちました。

（研修は）通常のサービス提供システムの 
問題点を洗い出すという私の日常業務の 
改善につながり、私は獲得した能力を活用して、 
サービスの問題点をいくつか解決することも 
できました。今では実装研究の専門家としての 
知識と能力、経験を備えたうえで、 
調査の実施に実装研究を活用し、 
プロジェクトに対する国際的な研究助成金を 
獲得できるようになりました。
　　　　アダム・アブドゥル・ラザック氏：
　　　　ガーナ保健局ボノ地域支部 地域医療研究調整官

実装研究に関する 
研修と指導は、修士課程の 
研究の設計と実施に 
欠かせない役割を果たしました。 
実装研究に関する研修を受けた 
ことによる長期的なインパクトには、 
特筆すべきものがあります。 
現在は、私が得た知識と能力を 
活用し、ガーナのインフォーマル 
経済における母性保護規制の実施に 
関するギャップと促進要素を 
把握するための調査の設計に向け、 
実装研究を行っているところです。
フォースティナ・トゥウンワー・ジーマー氏：
TDR大学院奨学金を受給する博士課程在籍者

（ガーナ）

実装研究に関する研修は、 
ガーナ保健局政策立案監視・評価部の 
医療システム開発担当官兼医療研究官としての 
私の理解を体系的に深めました。 
より大きなコミュニティが関わる案件について、 
エビデンスの実証と、代替的な提言の提示が 
いかに重要であるか認識するようになりました。
　　　　　　サミュエル・マイエデン氏：
　　　　　　ガーナ保健局政策立案監視・
　　　　　　評価部 医療システム開発担当官兼医療研究官

参考資料

 � TDR, ‘TDR Implementation Research 
Toolkit’: https://adphealth.org/irtoolkit/

 � TDR, ‘Massive open online course 
(MOOC) on implementation research: 
infectious diseases of poverty’: https://tdr.
who.int/home/our-work/strengthening-
research-capacity/massive-open-online-
course-(mooc)-on-implementation-
research

 � Africa Regional Training Centre, ‘Training 
Programmes: Principles of Implementation 
Research’: https://www.publichealth.
ug.edu.gh/artc/training-programmes/
implementation-research/principles-
implementation-research 

 � TDR, ‘Training course on ethics in 
implementation research: Participant’s 
guides’, 29 June 2019: https://tdr.who.int/
publications/i/item/2019-06-28-training-
course-on-ethics-in-implementation-
research
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価値に基づく 
調達政策と実践
新規医療技術を医療システムに導入する際には、調達や供給の課題が生じることがあります。ADP は PATH
を通じて政府と連携し、低・中所得国における調達とサプライチェーンのシステムの実効性強化に努めていま
す。調達政策は、医療技術と製品サプライチェーンに効率的にアクセスできる能力に大きく影響するおそれが
あります。よって、技術的環境が進化する中で、各国の調達政策も新たな必要性を反映するものへと変えてゆ
く必要があります。計画策定と調達について価値に基づくアプローチを採用すれば、限られた資源のインパク
トを最大限に高めることに役立ちます。よって ADP は、政府が増大する医療ニーズに対応し、大いに必要と
される医療技術の利用可能性を保護し、コストの上昇を抑えられるよう支援する手段として、「価値に基づく」
計画の策定と調達に向けた戦略的アプローチに対する認識の向上を重視しています。

写真：UNDP 36



COVID-19 のパンデミックは、診断検査機器に対する
需要をかつてない規模で急増させました。低・中所
得国の政策決定者は、その戦略的なコロナ禍対応へ
の取り組みの重要要素として、診断検査機器の選択
や調達、展開の決定の参考となる良質な指標に関す
る妥当な情報にアクセスするという点で、特に困難
な課題に直面しました。

2020 年初頭には、診断機器メーカーが依然として、
新型コロナ検査機器の生産能力を適切な水準に高め
ることに苦心する中で、供給の制約と需要の急増に
より、その価格は多くの国にとって手が出ない水準
にまで高騰しました。その直後、市場には一転して、
技術基盤や性能、入手可能性を異にする数百種類の
COVID-19 診断検査機器があふれ返り、各地や各国の
政策決定者がどの検査機器を購入、使用すべきかを
決定することがますます難しくなりました。この
ギャップには重大な意味がありました。低・中所得
国が良質の検査機器を安価に入手できるようにする
ことは、コロナ禍への強固で公平な対応を支援する
うえで極めて重要だからです。

この認識に立ち、低・中所得国が安価で質の高い
COVID-19 対策ツールにアクセスできるよう支援する
ため、いくつかの機関間協力とイニシアチブが発足
しました。具体的には、COVID-19 関連製品アクセス
促進枠組み（ACT アクセラレーター）、COVID-19 診
断コンソーシアム（グローバルファンド、ストップ
結核パートナーシップの世界抗結核薬基金、全米保
健機構、UNDP、国連児童基金、ユニットエイド／ク

リントン・ヘルス・アクセス・イニシアチブおよび
WHO が参加するもの）、WHO の COVID-19 診断に向
けた製品選択に関する考慮点の開発などが挙げられ
ます。こうした取り組みは重要な進展を続けている
ものの、公平な成果を確保するためには、地域と地
方レベルでの透明性の向上と情報へのアクセスの改
善を図る必要があります。

PATH 診断プログラムはこのギャップと必要性に対応
すべく、6 種類のインタラクティブな COVID-19 診
断ダッシュボードを開発しました。このダッシュボー
ドはそれぞれ、利用可能な COVID-19 診断検査機器
に関する一般に入手可能な情報を集計、可視化する
ことで、各国政府や調達者、資金提供者および政策
立案者の具体的ニーズに取り組むとともに、これら
ステークホルダーが複雑で錯綜した市場に対応し、
それぞれの COVID-19 対応をより適切にサポートす
るのに役立ちます。

品質を保証された COVID-19 診断検査機器を迅速に
確保するという、低・中所得国の調達担当者に固有
の課題を考慮して、ADP パートナーの PATH は 2021
年、各国レベルの調達決定を支援する専門的ツール
として、COVID-19 診断検査機器調達データベース

（COVID-19 Diagnostics Procurement Resource）を
開発しました。このインタラクティブなダッシュボー
ドは、個別の COVID-19 診断検査機器の技術的仕様、
性能、承認状況、供給について、十分な情報に基づ
く決定を下すために必要な主要データとパラメータ
を取りまとめたものです。

COVID-19診断検査の需要がかつてない水準に高まったことで、低・中所得国には大きな調達課題が生まれています。 
写真：Guido Hofmann on Unsplash

COVID-19診断検査機器への公平なアクセスを 
支援する調達ダッシュボード 
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このインタラクティブなダッシュボードは、増大の
一途をたどる COVID-19 診断検査機器に関する集約
された公開データへのアクセスをユーザーに提供し
ます。このデータは、各国特有の規制状況に応じて
簡単に絞り込むことができ、主な検査機器の仕様で
検索を行えば、極めて具体的な調達ニーズと要件に
見合う製品を特定できます。

このダッシュボードは、各国国内の診断薬調達担当者
にとって最も有用な情報を提供することを目的として
おり、可能な場合には、検査機器の目安となる購入価
格や販売業者に関する情報も含まれています。

今後、このダッシュボードは継続的に更新され、さ
らに妥当な製品や関連のデータも取り込まれること
になっています。継続的な改善を支援するため、ダッ
シュボードの更なる活用を促進し、また主なステー
クホルダーからのフィードバックの収集を図る取り
組みも、さらに計画されています。

参考資料

 � ADP, ‘COVID-19 Diagnostics Procurement Resource’: https://adphealth.org/covid-19-diagnostics-
procurement-resource/

 � PATH, ‘COVID-19 Diagnostics Dashboards’: https://www.path.org/programs/diagnostics/covid-
dashboard-covid-19-diagnostics-dashboard/

COVID-19診断検査機器の世界的供給量

開発中または
商品化済みの検査機器

抗原検査

分子検査

血清検査

一つ以上の規制機関に
より認可された検査機器*

一つ以上の厳格な規制当局に
認可された検査機器**

WHO非常時使用リストに
掲載された検査機器

*米食品医薬品局（FDA）非常時使用認可と体外診断機器に関する欧州CEマーキングを含む認可　**米FDA、カナダ保健省、独立行
政法人医薬品医療機器総合機構およびWHO緊急使用リスト（EUL）を含む
出典：Neha Agarwal, ‘Making sense of COVID-19 diagnostics’, PATH, 23 November 2020, https://www.path.org/articles/
making-sense-covid-19-diagnostics.

COVID-19診断検査機器調達データベース

COVID-19診断検査機器調達データベースは、多数の特性や
パラメータを使った検査機器の絞り込みが可能。
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デジタルヘルス
COVID-19 のパンデミックにより、多くの国で医療分野におけるデジタル・トランスフォーメーションが加速
しています。例えば、デジタル技術の活用は、多くの国の新型コロナ・ワクチン接種プログラムの展開におい
て極めて重要な役割を果たしました。ワクチン以外でも、デジタルツールは医療システムの効率やレジリエン
ス、持続可能性を高める手段としての将来性を発揮しています。ADP は、各国が幅広い医療システムの課題
に対処するため、適切で費用対効果が高く、持続可能なデジタル介入とツールを特定するための取り組みを支
援してきました。その中には、政策の枠組みやガバナンス構造、データ管理、医療従事者の能力を強化するた
めの政策支援と技術援助も含まれています。

インドネシアのゴロンタロ州でSMILEアプリを使うプライマリ・ヘルスケア・スタッフ。写真：UNDP Indonesia 39



ワクチン・アクセス改善のためのデジタル・ソリューション 

ワクチンは、グローバルヘルスと開発における最大
の進歩のひとつであり、致命的で障害をもたらす病
気から子ども達や地域社会を守るものとして広く認
識されています。COVID-19 のパンデミックが如実に
示したとおり、ワクチンは感染症の予防と対策にも
不可欠であると同時に、グローバルヘルスの安全を
保障するための基盤にもなります。

デジタルツールは、低・中所得国のワクチン接種シ
ステムの効率を高める上で、非常に大きな可能性を
示しました。ADP は各国が適切なデジタル・ソリュー
ションを特定して採用できるよう、積極的に支援し
ています。

2014 年には、インド政府が UNDP と Gavi ワクチン
アライアンスの支援を受け、電子ワクチン情報ネッ
トワーク（eVIN）を通じたワクチン・サプライチェー
ンのデジタル化へと舵を切りました。それ以来、こ
のクラウドベース・システムは、インドにおける予
防接種プログラムに大きく貢献しています。

このシステムは、ワクチンの在庫と保管温度に関す
る情報をデジタル化することで、ワクチンのサプラ
イチェーンを強化しています。また eVIN のシステム
は、ワクチン接種の登録と日程調整から、起こりう
る副作用の監視と追跡、コールドチェーンと物流管
理の強化、リアルタイム・レポートの作成、さらに
はワクチン接種証明の発行に至るまで、インドのワ
クチン接種システム全体に変革をもたらしました。

人工知能（AI）とビッグデータの解析も、政策決定や
最も感染しやすい人々に照準を絞ったワクチン接種
を支援しています。eVIN は全国 2 万 8,000 か所の保
管センターにあるすべてのワクチン在庫に適用され、
成功を収めています。

eVIN の事例は、情報システムのデジタル化が迅速で
安全かつ公平なワクチン展開に不可欠であるほか、
これによって医療システムの準備態勢と強靭性も高
められることを実証しています。ADP は UNDP イン
ド事務所との協力により、eVIN システムに関わる南
南技術協力と他の低・中所得国への技術的ノウハウ
の移転を促進し、普及の加速を図っています。

また、ADP は、特に新型コロナ・ワクチンの供給を
支援するデジタル・ソリューションを検討している
国につき、新規ワクチンの導入に向けた政策立案と
計画策定を改善するため、デジタル化のグッドプラ
クティスや戦略、得られた教訓の文書化も支援して
います。

インドネシアでは、2018 年から ADP が UNDP イン
ドネシア事務所との連携により、予防接種電子物流
監視システム（SMILE）と呼ばれる、eVIN に基づく
試験的なクラウドベースのデジタルシステムを使用
して、保健省と国家予防接種プログラムの支援を行っ
ています。この試験的運用の成功により、SMILE は
全国 34 州の 1 万か所のプライマリー・ヘルスセンター
へと急速に拡大されました。

クラウドベースのデジタルシステムSMILEをワクチン管理に活用するインドネシアの医療従事者。写真：UNDP Indonesia
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21 リアルタイムのデータは、CoWINのウェブサイト（https://dashboard.cowin.gov.in/）で入手できます。

COVID-19 のパンデミックは、インドとインドネシア
においてデジタル・ワクチン・システムが果たす不
可欠な役割を立証しました。デジタル・ワクチン管理・
提供システムへの投資が早期に行われたことで、新
型コロナ・ワクチンが入手可能になった時点で、そ
の管理と提供に向けたシステムの迅速な転換が可能
になりました。これらデジタルシステムは、はるか
に大規模な全国民を対象とする新型コロナ・ワクチ
ン接種プログラムを策定するうえで欠かせない基盤
を提供したのです。

インドでは、新型コロナ・ワクチン情報ネットワー
ク（CoWIN）が登録、接種、予約管理、デジタル・
ワクチン接種証明書の発行など、新型コロナ・ワク
チン接種プロセスのあらゆる側面をサポートしてい
ます。2021 年 1 月の発足以来、11 億人（インド全人
口の 84%）が CoWIN を利用し新型コロナ・ワクチン
接種登録を行い、20.4 億回に上る接種が行われた結
果、2022 年 7 月時点で 8 億 5,500 万人以上が 2 回の
接種を完了しています 21。

SMILEデジタル・ワクチン・システムにより、インドネシアの6,000に上る有人島で、迅速かつ効率的な新型コロナ・ワクチンの供
給が可能になりました。2021年第1四半期から2022年第3四半期にかけてのワクチン接種率の動向を示す動画グラフィックは、
https://public.flourish.studio/visualisation/10906026/ をご覧ください。

インドネシア新型コロナ・ワクチン接種の推移

2021 Q1

2021 Q4

2022 Q3
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インドネシアでも、SMILE が新型コロナ・ワクチン
接種の支援に活用され、4 億 2,900 万回のワクチン投
与と、1 億 7,100 万人の 2 回接種完了を促進しました

（2022 年 7 月現在）22。

インドとインドネシアで、それぞれ eVIN と SMILE
を新型コロナ・ワクチンの在庫管理と提供に転用し
た経験は、その他の国にとっても貴重な教訓となっ
ています。ADP は、他の低・中所得国への知識と技
術的ノウハウの移転促進を支援しています。

技術的ノウハウ移転の当初受益国の一つとなった
ブータンは「ブータン・ワクチン・システム」の立
ち上げに成功し、COVID-19 に対する国民の予防接種
を目覚ましいスピードで進めました。例えば 2021 年
9 月のわずか 4 日間で、12 歳から 17 歳の子どもの
99% が 1 回目のワクチン接種を完了しました。

ブータン・ワクチン・システムには 71 万 9,000 人（全
人口の 93%）が登録し、210 万回の接種が行われた
結果、2022 年 7 月現在で 67 万 1,000 人が 2 回のワ
クチン接種を完了しています。

デジタルシステムの導入で運営上、システム上の効
率が向上し、それによってワクチン接種キャンペー
ンが成功し、接種率も高まったことは、ブータン、
インド、インドネシアの 3 か国にとって大きな利益
となるとともに、迅速な経済復興を可能にすること
にも役立ちました。

ADP は今後とも、各国がワクチン提供のためのデジ
タル・ソリューションを特定、実施できるよう、支
援を続けていきます。これは、ワクチン提供とシス
テム強化に向けたデジタル・ソリューション、ワク
チンの公平性を達成するための政策決定を支援する
統合的なデータ解析、新型コロナ・ワクチン接種の
グリーン化という、3 つのコア要素を重点とした、各
国 の 新 型 コ ロ ナ・ ワ ク チ ン 接 種 計 画 を 支 援 す る
UNDP のアプローチを補完するものです。
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22 リアルタイムのデータは、SMILEのウェブサイト（https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines）で入手できます。
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新規医療技術、アクセスと 
提供のための協働： 
共通目標の実現に向けて 
イノベーション、アクセスと 
提供をつなぐ
世界の最貧層に不当に大きな影響を及ぼしている顧みられない病の多くに対処するために必要な新規医療技術
の開発については、これまであまりにも長い間、関心も資金も欠如した状態が続いてきました。また、医薬品
やワクチン、診断検査機器が開発されても、これを最も必要とするコミュニティには届かないことが多くあり
ます。複数の危機が積み重なっている世界の現状は、顧みられない病への投資拡大へのさらなる課題を提起し
ています。

写真：Uniting Efforts for Innovation, Access & Delivery 43



研究開発資金提供者やイノベーター、政府、市民社
会など、医療技術のイノベーション、アクセスおよ
び提供に関与する関係者は、この課題に取り組むう
えで果たすべき重要な役割を担っています。

新規医療技術、アクセスと提供のための協働（Uniting 
Efforts for Innovation, Access and Delivery）は、研
究開発やイノベーションのプロセスと、アクセスと提
供に関するイニシアチブの両方にとって参考となる新
たなツールと戦略に向けた対話と協力の促進を目的
に、これら重要なステークホルダーの結集を図るグ
ローバル・プラットフォームです。このプラットフォー
ムは日本政府、UNDP が主導する ADP、そして GHIT 
Fund の共同イニシアチブとして発足しました。

「協働」プラットフォームのねらいは、低・中所得国
の顧みられない病や患者のために、新規医療技術の
提供準備に向けた共通のビジョンを定める世界的な
フォーラムを提供することにあります。

低・中所得国で新型コロナ・ワクチンへのアクセス
が依然として不平等となっていることは、医療技術
の開発における国際協力と、それを提供するための
堅牢な医療システムへの投資が、公平で迅速なアク
セスを実現するために一体化しなければならない必
要性を示しています。イノベーション、アクセス、
提供という一連のプロセスに関与する主要ステーク
ホルダー全体で課題を統合することは、UHC とパン
デミックへの備えの両方を達成するうえで欠かせな
い要素となるでしょう。

「協働」プラットフォームが取り組む優先課題の一つ
として、医療技術へのアクセスとその提供を確保す
るための持続可能な財源の必要性が挙げられます。
顧みられない病はこれまで長い間、国内外の資金調
達から取り残されてきました。「協働」プラットフォー
ムは 2020 年、顧みられない病気に取り組む新規医療技
術のアクセスと提供に向けた資金供与と資金調達の現
状に関するディスカッションペーパーを発表しまし
た。この文書は、NTDs 対策の財源が先細りの傾向
にあることを示すとともに、幅広い革新的で持続可
能な資金調達戦略を明らかにしています。

「協働」プラットフォームのパートナーはこの提言を
受け、WHO の顧みられない熱帯病対策局と共同で、
NTDs 対策の資金調達オプションを改善することを目
的とした投資事例作成のためのツールキット開発に
取り組んでいます。

ガーナ保健省は、国内でハンセン病、オンコセルカ症、
リンパ管フィラリア症という 3 つの優先疾患の投資事
例作成の試験的実施に同意しました。この投資事例は、
同国内でこれら優先 NTDs に関するエビデンスに基
づく費用対効果の高い対策へ投資するための経済・開
発上の合理的根拠を示す一助となることでしょう。ま
た、新たな財源を発掘するとともに、政府やドナー、
その他のパートナーが国の優先課題に沿った資金調
達を重視するきっかけにもなるでしょう。

グローバルヘルスの財源が減少している現状におい
て、各国の投資事例作成は、国内の財源を含め、新た

写真：Uniting Efforts for Innovation, Access & Delivery
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な資金調達の機会を発掘、獲得するための重要な手段
となります。ガーナでの投資事例作成の試験的実施は、
他の国でも応用・実施可能なモデルを提供し、顧みら
れない病気に関する十分な情報に基づく資金調達の決
定 を 促 進 し、WHO の「NTDs ロ ー ド マ ッ プ 2021-
2030」の実施にも貢献することが期待されています。

さまざまな関係者間の調整と同様に、計画と明確な
政策の欠如は、医療技術へのアクセスと提供を阻む
重大な課題として認識されています。「協働」プラッ
トフォームは、研究開発プロセスの初期段階におい
てのアクセスと提供に関する計画策定を改善するた
めの教訓を抽出するための分析を行っています。低・
中所得国の主要な資金提供者、イノベーター、ステー
クホルダー調査は、研究開発プロセスの中でアクセ
スに関する政策と実践を見直すための参考になると
ともに、アクセス戦略の統合に向けた教訓やグッド
プラクティスも明らかにします。

この研究の目標は、資金提供者、製品開発者およびア
クセス関連のステークホルダーのコミュニティに対
し、研究開発プロセス全体にアクセスの視点を取り入
れるために採用できるさまざまなアプローチについ
て、情報を提供することにあります。製品開発者や資
金提供者、アクセス関連のステークホルダーが、アク
セス目標の達成方法について理解を深める能力を高め
れば、誰しもの利益になることは明らかです。特定さ
れたグッドプラクティスや成功要因が、アクセスと提
供の現場の実情にイノベーション・プロセスを効果的
に反映させるための具体的措置について考える機会を
生み出すことが期待されます。

NTDs 関連医療技術の調達と供給は極めて断片化され
ている状況であり、「協働」プラットフォームが取り
組んでいるもう一つの分野でもあります。「協働」プ
ラットフォームは、HIV や結核、マラリアなど、他の
グローバルヘルス課題に取り組む技術の調達と供給
から学べる教訓と、これを NTDs に応用できる方法
について検討しています。
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「国際社会が共通善の利益のために迅速に結集でき
ることは分かっています。新型コロナ・ワクチンの
開発でも、それは証明されました。いま必要なのは、
アクセスと提供の視点を研究開発プロセスにも取り
込むことです。アクセスと提供に投資し、研究開発
から提供へのシームレスな移行を確保することが必
要です」

「『協働』プラットフォームは、私たちが最初から整
合性を確保するために力を合わせることができる新
し い 手 段 を 提 供 し て く れ ま す。GHIT Fund は
UNDP や日本政府と連携しながら、この重要なミッ
ションに引き続き取り組んでゆきます」

― GHIT Fund國井修CEO
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04
健康と人間の 
安全保障への投資

保健、環境、安全保障など、世界が相互に関連する複数の危機に直面する中で、国際社会全体が「誰一人置き
去りにしない」というグローバル・コミットメントがこれまで以上に重要となっています。

COVID-19 のパンデミックの教訓は、ますます明確な形で現れています。複数の新型コロナ・ワクチンの研究
開発が記録的ペースで進んだものの、それに伴い、すべての国でその迅速かつ公平なアクセスを可能にする体
制や枠組みが整備されることはありませんでした。この理解は、COVID-19 対策の改善と、将来的なパンデミッ
クの予防を図るうえで欠かせません。

GHIT Fund と UNDP が主導する ADP との継続的パートナーシップは、これに対応できる立場にあります。こ
のパートナーシップは以前から、研究開発と製品開発の加速を現地の能力支援に結び付け、必要とする人々に
アクセスと提供を確保することを戦略的なねらいとしてきたからです。ADP がいずれも重視している各国医
療システムの制度的・技術的能力の強化と、COVID-19 やその他疾病の流行とパンデミックへの各国の対応支
援は実際のところ、表裏一体の関係にあります。どちらも UHC の達成と、人間の安全保障の前進に向けて、
安価で品質を保証された医療技術へのアクセスとその提供を推進することになるからです。

どのような状況下であっても国民に不可欠なサービスを提供できるよう、各国の医療システムの能力を整備す
ることは、死活的に重要です。また、適切に機能する医療システムは、依然として UHC に向けた前進を示す
最大の指標であり、不平等をなくすために欠かせない手段です。端的に言えば、ADP の活動などを通じて、
医療システム全体のレジリエンス強化のために現在講じられている措置は、持続可能な人間開発に大きく貢献
します。これは「UNDP 戦略計画 2022-2025」と「UNDP HIV 保健戦略 2022-2025」とも整合しています。
この 2 つの戦略はともに、健康、持続可能な開発、人間の安全保障という相互補強的目標を達成するための基
盤として、強靭で持続可能な医療システムを構築する必要性を認識しているからです。

COVID-19 のパンデミックによる永続的な影響には、引き続き高い関心が集まるものと見られます。コロナ禍
は医療システムに多大なストレスを与えることで、必須の保健機能を果たす能力を高める根本的必要性がある
ことを改めて明らかにしました。

ADP が新規医療技術へのアクセスとその提供を確保するための医療システム強化に重点をおいていることは、
今日、これまでにも増して重要になっています。今後の ADP の戦略的焦点を支えるものは次のとおりです。

結核、マラリアおよびNTDs関連の疾病対策強化
ADP は結核、マラリアおよび NTDs を対象とする各国の疾病対策プログラムを支援するという長年のコミッ
トメントを持続し、さらに前進させてゆきます。コロナ禍をはじめとする健康危機が貧困層やその他の社会的
弱者層に与える影響を軽減するには、最も重要な予防活動とケアサービスの維持が欠かせません。

各国のパンデミックへの備えを支援
COVID-19 のパンデミックは場合により、貧困対策、ヘルスケア、教育に関する数十年分の進歩を逆転させ、
持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた最近の前進をも危険にさらしています。安全で効果的な新型コロ
ナ検査、ワクチンおよび抗ウイルス治療に対する公平なアクセスとその提供を確保するという現在のニーズを
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考慮して、ADP は各国が統合的な計画策定、マルチセクターの調整、規制能力の強化、およびサプライチェー
ンの改善を通じ、その迅速な展開を確保できるよう支援しています。ADP はすでに、各国がコロナ禍への対
応に素早く軸足を移せるよう支援してきましたが、これは将来のパンデミックへの備えに対する今後の支援の
基盤を提供します。

デジタルヘルスの推進
COVID-19 のパンデミックは、医療サービス提供モデルの改善などを通じ、医療システムのデジタル・トラン
スフォーメーションを加速しました。ADP は各国に対し、デジタルヘルス関連の政策枠組み、ガバナンス体制、
ローカル・エコシステムの準備態勢確保に向けた医療従事者の能力の強化と、適切で費用対効果が高く、持続
可能なデジタルヘルス施策の特定に焦点を絞った支援を提供します。そして、デジタル化を通じたサプライ
チェーンの強化、デジタル・アプリケーションを活用した医薬品安全性監視の充実のほか、必須医療サービス
への公平なアクセスを促進するデジタルヘルス・ツールや遠隔医療システムの普及も続けてゆきます。

新規医療技術、アクセスと提供のための協働
「協働」プラットフォームは、新規医療技術のイノベーション、アクセスおよび提供に向けた各国の準備を整
えるためのグローバル・フォーラムへと成長を遂げました。このプラットフォームでは、イノベーション、ア
クセスおよび提供のバリューチェーン全体を通じ、世界と国内で効果的な協力を促進するため、革新的なパー
トナップを育成する手段を提供してゆきます。「協働」プラットフォームは、人間の安全保障と持続可能な開
発の実現には、グローバルヘルスの安全保障が欠かせないという認識に立ち、この新しいアプローチを推進す
るうえで重要な役割を果たす態勢を整えています。このアプローチは、各国の医療システムを強化し、そのレ
ジリエンスを高めるとともに、将来の疾病の流行やパンデミックの予防と備えについて、グローバルな協力を
進める必要性を認識するものです。

「私たちは COVID-19 のパンデミックから得た重要な教訓を無視してはなりません。つまり、新規
医療技術にアクセスし、これを提供する能力を強化することは、コロナ禍対策から必須医療サー
ビスの維持に至るまで、公衆衛生上の優先課題への効果的で持続可能な対応を進める上で、研究
開発や製品開発の前進と同じくらい重要だということです。日本政府が相互関連性のある補完的
プロジェクトとして、GHIT Fund と ADP の両方を支援している理由も、ここにあります。研究
開発と医療システムの強化に並行して投資することにより、現場へのインパクトが確実に高まる
からです」

「新たな段階を迎えた GHIT Fund と ADP のパートナーシップが、10 年間の結果と成果を土台と
しつつ、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジと人間の安全保障の達成というゴールを目指し、医
療技術のイノベーション、アクセスおよび提供の統合を図るという戦略をさらに充実させてゆく
ことを期待しています」

— GHIT Fund 國井修CEOと
UNDP HIV・保健開発グループ・ディレクター 

マンディープ・ダリワル
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