New Health Technologies for TB, Malaria and NTDs

「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（ADP）」について
持続可能な開発のための2030アジェンダの意欲的な目標のひとつに、健康と福祉の推進があります。「誰一人取り残さない」
という総括的な誓約は、グローバルヘルスの取り組みを平等という視点から分析し、それが公平性、社会的正義と普遍性に基
づいているかを問うています。
持続可能な開発目標(SDGs)のターゲットの一つであるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成するには、不可欠な保健
サービスを社会で最も脆弱な人々に届けることを可能にする強靭な国レベルの保健システムが必要です。国連開発計画(UNDP)の
「2018−2021年戦略計画」と「2016−2021年HIV、保健と開発戦略」の中でも、強靭で持続可能な保健システムが保健と開発の
一要因であることが認識されています。
近年、進展はみられるものの、多くの低中所得国においてはUHC達成への道のりはまだ遠く、医療技術の選定と導入、普及を牽
引するための連携した政策やシステムが不在です。「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(ADP)」は各国が
2030年までにUHCを達成するために、結核、マラリアと顧みられない熱帯病(NTD)のための薬やその他の医療技術を必要として
いる人々に届けるための政策、制度などの能力強化を支援しています。
ADPは国連開発計画(UNDP)、世界保健機関(WHO)、熱帯医学特別研究訓練プログラム(TDR)とNGO・PATHの共同事業です。複
数の部門や専門分野を網羅するADPのパートナーは各機関が有する専門性を活用し、各国が保健システムの強化を通じてすべ
ての人々の健康を実現することを支援しています。ADPは日本政府の拠出金によって運営されています。

活動内容
2013年から2018年までの成果と教訓に基づいて、ADPは薬やワクチン、診断機器などの医療技術への効果的なアクセスとそれ
を提供するための政策、人材育成、制度や規制の策定を支援しています。APDは次に挙げる分野に焦点を置いて共同事業を展開
しています。

政策と規制制度の一貫性と連携の強化
一貫性のある政策と規制制度は国内における分野横断的連携を可能にし、新しい医療技術の導入、利用と普及を成功へと導
きます。堅固な薬事規制制度の存在は重要ですが、効果的な調達とサプライチェーン管理システムに加えて医療技術の選
択、優先設定と利用に関する政策との一貫性が不可欠です。

医療技術の導入とアクセスを促進する各機関の強化
多くの国では、新規医療技術の効果的な導入に向けて国レベルの機関や枠組
みに特化した能力強化が早急に必要です。ADPはプロジェクト重点国独自の
ニーズに合致した形でその専門性を動員し、各国が保健システムの主要課題
へ取り組むための能力構築を支援します。

国内のステークホルダー、関連機関、政策

医療技術の導入体制整備のための地域とグローバルレベルのプラ
ットフォームへの貢献
ADPは日本政府が拠出するグローバルヘルス技術振興基金(GHIT)やその他の
医薬品開発パートナーシップ(PDP)などと協力して、医療技術の研究開発と
提供に携わる主要な関係者・機関を繋ぎます。そこから生まれる知見と交流
は、国レベルにおける医療技術導入への障壁を取り除く効果的な方策への鍵
を提供します。
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ガーナ
• ADPが支援した「国家医薬品政策」は関連分野
間の連携と新規医療技術の迅速な導入と普及を
促進。
• 「2015-2019年国家保健研究アジェンダ」の制定を
支援し、国内の10地域の保健研究センターの能力強
化に注力。
• 「セイフティー・ウオッチ」：オンラインによる安
全性の事例申告とデータ管理システム導入により薬
物有害反応の早期発見、報告と管理が向上。全国で
1000人以上の医療従事者に対して「セイフティー・
ウオッチ」のトレーニングを実施。
• 医療技術評価(HTA)による優先課題の設定制度の構
築と試験的実施を支援。それに基づき最大で1400万
米ドルのコスト削減が可能となる治療計画上の変更
が提案された。
• NTD感染の危険にさらされている2500万人に対する
治療薬集団投与(MDA)を実施するコミュニテー・ヘ
ルス・ワーカーのための新しい作業手順の導入によ
り、NTD治療薬のサプライチェーン強化を支援。
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国と地域レベルでの成果
過去５年間、ADPはガーナ、インドネシア、タンザニアのプ
ロジェクト重点国において国内のステークホルダーと協力し
て様々な能力構築に取り組んできました。国レベルでの取り
組みは、新規医療技術のアクセスと提供の根幹に関わる人材
や機関の包括的な能力強化に焦点を当てています。
ADPによる南南協力は、多様な保健システムに共通する政
策、プログラム、技術的な課題に関する相互学習や交流促進
に重点を置いています。ADPは地域レベルの協力や南南協力
の成果を生かし、戦略的、専門的、政策的なパートナーシッ
プを通じて、能力構築と幅広い専門的知見の共有を国、地域
そしてグローバルレベルで展開しています。

また、ADPはアフリカ連合(AU)、アフリカ開発のための新
パートナーシップ(NEPAD)、東アフリカ連盟(EAC)や東南ア
ジア諸国連合(ASEAN)などの関連地域機関と戦略的なパート
ナーシップを構築しました。ADPはこれらの協力関係を通じ
て地域レベルの政策プロセスに積極的に関与し、新規医療技
術のイノベーション、アクセスと提供を促進する事業に協力
しています。

インドネシア
• 国レベルでの分野横断的な意思決定と政策
の一貫性を強化し、イノベーション、競争
と費用対効果を促進。
• 「結核、マラリアとNTD予防の促進と実践
研究のための国家戦略計画(2016-2019)」
が、新規医療技術の導入と提供における障
壁への取り組みを支援。
• 多剤耐性結核治療薬ベダキリンに対する能
動的な安全性監視を3つの試験的拠点で実
施。約200人の医療従事者と薬剤師が医薬
品安全性監視についての訓練を受ける。
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• 医療技術評価(HTA)の制度化によって費用対
効果に基づく優先設定と新規医療技術の選
定を実現。
• 結核、マラリアとNTDのタイムリーかつ正確
な診断に向けた医療機器や検査機器調達計画
の改善。開発した訓練カリキュラムは国内全
域の700以上の病院に提供される予定。

タンザニア

地域レベルと南南協力

• 薬事規制体制に関する重要課題を検討する
国レベルのマルチセクターフォーラムを支
援し、次期「5ヵ年国家開発計画」への提
言を行う。

• 38ヶ国から700人以上の政府関係者、専門家、研究者やそ
の他のステークホルダーを結集し、南南協力と相互学習を
推進。

• 保健システム研究と研究者のトレーニング
に関する国レベルのアジェンダ制定を支援
し、医療技術の導入と提供を妨げる障壁へ
の取り組みを促進。
• 20の地区における施設において医薬品安
全性監視システムと能力が強化され、500
人の医療従事者が安全性監視の訓練を受け
たことにより、薬剤有害反応の国内報告率
が2倍に向上。
• 費用対効果と公的な保険適用範囲の最大
化を見据えた医療技術評価(HTA)の実施を
支援し、その結果に基づき標準治療ガイ
ドラインと国家必須医薬品リストが改訂
された。
• NTDに対する集団薬剤投与(MDA)のための
サプライチェーンガイドラインと訓練ツー
ルを国内20地域で3000人以上の医療従事
者に提供し、MDAサプライチェーン管理
を強化。

• 12の地域とグローバルレベルの関連機関との戦略的なパー
トナーシップを構築。
• アフリカ連合(AU)加盟国の元首と政府が「薬事規制の規範
法(通称：AUモデル法)」への支持を公式に表明。AU域内に
おける規制調和の促進により、品質が保証された新規医療
技術の迅速な認可と導入を目指す。現在12ヶ国で採択が進
行中。
• ADP重点国で、医療技術評価(HTA)による系統的な優先設
定プロセスを強化。グローバルな刊行物、政策提案書や報
告書によって南南間の知見や経験の共有が拡大。
• 「実践研究(IR)ツールキット」開発により、新規医療技術
の利用と普及における障壁の特定と取り組み、国家IR戦略
とアジェンダ策定に寄与。ツールキット発表から6ヶ月の
間に、26ヶ国で2000人以上がアクセス。
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分野横断、協調推進、包括的なADPアプローチ
医療保健分野での研究や医薬品開発が進む中、新しい医療技術が継続的で戦略的な投資によって市場導入されることが重要です。
ADPは、分野横断的な能力構築を通じて、低中所得国が新しい医療技術が実用化された際にそれを迅速に導入し、必要としている
人々に届けることができるよう支援しています。
プロジェクト実施期間の2023年までの間にADPは更にその活動を強化・拡大します。重点3ヶ国における事業効果を一層高め、ADP
に関心のあるその他の国々とも協働しながらより多くの国に活動範囲を広げてゆきます。
ADPはUNDP、WHO、TDRとPATHのコアパートナーがそれぞれの幅広い経験と専門性を結集させることによって、医療技術の導
入とアクセス拡大にむけた組織強化と能力構築のための多様な政策支援と技術協力の提供を可能にしています。
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