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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：
概要

2021年12月
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、多くの危機を引き起こし、人々の健康と開発、
人間の安全保障の確保を困難にしました。これは各国の医療シ
ステムの脆弱性を反映したものであり、その強化と整備が不可
欠であることを強調しています。新型コロナワクチンの普及に向
けた現在の取り組みは、グローバルな保健課題に対処するため
に必須の医薬品やワクチン、検査・診断機器への公平なアクセ
スと、その提供を確保することの重要性を浮き彫りにしています。
コロナ禍への取り組みが続く中でも、結核やマラリア、顧みられ
ない熱帯病（NTDs）への対策など、保健上の優先課題が置き
去りにされないようにすることは極めて重要です。これらの風土
病は、多くの低中所得国（LMICs）で根強く残っており、その
壊滅的な人的、社会的、経済的負担は主に社会で最も貧しく、
弱い立場にある人々に重くのしかかっています。結核やマラリア、
NTDs の流行に終止符を打つという目標に向けた取り組みは後
退を強いられているため、これに歯止めをかける措置を講じるこ
とが欠かせません。
制度的、技術的能力の強化を通じ、手ごろな価格で品質が保証
された医薬品やワクチン、診断機器のアクセスと提供を推進し、
強靭な医療システムの構築とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
の持続に向けた一貫したアプローチを促進できます。こうした能
力は、コロナ禍への取り組みだけでなく、持続可能な開発目標
（SDGs）の目標 3 に含まれるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC）やその他の保健関連の SDGsを達成し、根強く残る結
核やマラリア、NTDs の流行に終止符を打つことへの鍵をも握り
ます。

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）
国連開発計画（UNDP）は 2013 年から、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（The Access and
Delivery Partnership: ADP）を主導し、低中所得国の幅広い部
門と分野において新規医療技術の導入と普及を促進する為の活
動を行っています。日本政府の支援により、ADP は各国の医療
システムが新たな医薬品やワクチン、検査・診断機器を効果的
に提供するための体制づくりを支援してきました。
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、ADP のパートナー機関
として、独自の協力体制のもと、各国が医療システムを構築・強

化して現在の課題に取り組み、最終的には全ての人の健康と福
祉を実現できるよう支援しています。

活動内容
ADP は、各国のニーズと優先課題に沿って、医療技術のアクセ
スと提供を確保するために欠かせない政策・規制の策定や人材、
システムの開発を支援しています。日々変化する健康課題とパン
デミックへの備えに取り組む各国の能力を高めるために、ADP
は、結核、マラリア、NTDs 対策の能力構築を継続する一方で、
各国のコロナ対応支援を優先しています。それによって、ADP は、
デジタル・ヘルスソリューションの拡大と、南南交流・協力を促
進します（詳細は後述）
。ADP のパートナーは次の 3つの柱を指
針に活動してきました。

政策・規制の調和と連携強化

優れた政策と規制制度の存在は薬やワクチン、診断機器を必要
としている人々に迅速に届けることを可能にします。これを実現す
るには医療技術の選定、優先設定と利用における一貫性が不可
欠となります。また、薬事規制制度は調達とサプライチェーン管
理システムとの整合性が必要です。ADP はプロジェクト重点国と
地域レベルでこれらの分野における効果的な調和と整合性の実
現を支援します。

医療技術の導入とアクセス促進のための
各機関の能力強化

多くの国において新規医療技術の効果的な導入に向けて各機関
の技術、能力や機能の強化が早急に必要です。ADP は各国固
有のニーズと優先課題に合致した形で ADP パートナーの専門性
を動員し、各国が医療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。

医療技術の導入体制整備のための地域及び
グローバルプラットフォーム設立支援

ADP の国レベルでの実践経験は、南南協力の機会を生み、多
様な医療システムに共通する政策、プログラムや技術的な課題
についての相互学習の機会を提供しています。さらにADP はグ
ローバルヘルス技術振興基金（GHIT 基金）やその他の医療技
術イノベーション推進に取り組むパートナーとの協働により、医療
技術導入時における障壁に対する施策や国レベルの準備活動を
促進するための相乗効果を生み出します。
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国と地域レベルでの

効果を拡大

ブルキナファソ

2020年4月から2021年3月までの
ADＰの主要な結果と成果のまとめ

コロナ禍対応支援
• 『COVID-19 に関するWHO 規制最新情報（WHO Regulatory
Updates on COVID-19）
』 を 配 信 し、 先 進 規 制 機 関 国 セネガル
（Stringent Regulatory Authorities: SRA）とWHO 緊急使用
リスト（Emergency Use Listing Procedure: EUL）による新
型コロナワクチンおよび検査・診断機器の臨床試験と緊急使
用許可の現状に関する重要な最新情報を提供しました。

タンザニア

ガーナ

• アフリカ医療機器フォーラム（Africa Medical Devices Forum:
AMDF）の支援を介し、(i) WHO/EUL の承認を受けている新
型コロナ体外診断薬（In Vitro Diagnostics: IVDs）と医療機
器の承認の迅速化、および、(ii) コロナ検査の評価と関連の
市場監視について、アフリカ連合（AU）加盟国に指針を提供
しました。
• 西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）加盟 15 か国で、品
質不良医薬品と偽造医薬品（抗マラリア薬、抗生物質、抗コ
ロナウイルス治療など）の蔓延度を把握し、規制措置策定の
参考とするための地域的なリスクベース調査を実施しました。
• ガーナ、マラウイ、セネガルの医療従事者と医薬品安全性監視
（Pharmacovigilance: PV）フォーカルポイントが、コロナ治療
とワクチン接種に悪影響を及ぼす事象を積極的に監視、報告
できる能力を強化しました。
• ベナン、ブルキナファソ、セネガルの国内研究者とプログラム
実施機関が、国家結核対策プログラムにコロナ禍が突きつける
課題を特定し、これに取り組むとともに、重要な結核対策サー
ビスを持続させるための政策措置の参考となる情報を得られる
よう、その実装研究（IR）能力を強化しました。
• 25 か国からの参加者を対象に、
「エビデンスを活用した低中所
得国における医療課題への取り組み」
「
、医療技術評価（Health
Technology Assessment: HTA）優先課題設定原則を用いた
国内予防接種の最適化」および「コロナ禍における医療サー
ビス提供への取り組み」という3 部構成のウェビナーシリーズ
を配信しました。
• セネガルのNTDsに関する集団投薬（Mass Drug Administration:
MDA）プログラムの 標 準 作 業 手 順 書（Standard Operating
Procedures: SOPs）を改訂し、コロナ禍によって新たに生じた実
施面の課題に取り組む措置を盛り込みました。
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マラウイ
ブータン
• 迅速で効率的かつ公平な新型コロナワクチンの配給を可能に
する「ブータン・ワクチン・システム」の開発に必要な専門知
識の移転を促進し、世界でも最速レベルのワクチン普及の実現
に貢献しました。
• 「医薬品の適正流通基準（Good Distribution Practices: GDP）
」
と規制上の調査を行う際の品質リスク管理に関し、国家規制当局
（National Regulatory Authority: NRA）調査官の能力を強化し、
配給プロセスの全側面で医薬品の品質と信頼性を確保しました。
• 費用対効果の高い医薬品やワクチン、検査・診断機器の優先
度設定と選定に必要な情報を提供する体系的ツールとして、
HTA の制度化を支援しました。現在は、UHC 支援策の拡大に
必要な情報として、費用対効果の推計に関する調査を実施して
います。

ブルキナファソ
• 新規結核治療薬の有害事象の監視、管理と、医薬品安全性
監視への代替医療提供者の参加に関して国家結核対策プログ
ラムを支援しました。

• インドとインドネシアで得られた新型コロナワクチン配給支援へ
のデジタルシステム活用に関するグッドプラクティスを文書化す
ることで、新型コロナワクチン接種プログラムの普及過程にあ
る他の低中所得国（アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、
ネパールを含む）への専門知識の移転を図りました。

•「WHOグ ロ ー バ ル・ ベ ン チ マ ー キ ン グ・ ツ ー ル（Global
Benchmarking Tool: (GBT)」の活用と機関開発計画（Institutional
Development Plan: IDP）の策定を通じ、国家規制当局による自己
評価の実施を支援しました。

• ガーナとマラウイでコロナワクチンに関する医薬品安全監視シ
ステムを強 化 するた め、それ ぞ れ モ バイル アプリ「Med
Safety」と非構造化補助サービスデータ（USSD）のモバイル・
プラットフォームをはじめ、安価でアクセスしやすいデジタル・
ソリューションの利用を促進しました。

• 医薬品の適正流通基準に関する規制当局調査官の能力、医
薬品の品質に関する品質管理研究所の能力、および有害事象
の発見と管理に関する医療従事者の能力をそれぞれ強化する
ことにより、サプライチェーン全体で医薬品とワクチンの品質保
証、安全監視および信頼性を改善しました。

ブータン

ADP重点国
ADPの地域／グローバル活
動に参加した国

タイ
インドネシア

この地図で用いられている呼称と表示は、何らかの
国、地域、都市もしくは区域またはその当局に関して
も、
その国境または境界線の画定に関しても、国連事
務局またはUNDPによる一切の意見の表明を示唆す
るものではありません。

インド

ガーナ
• SAVINGコンソーシアム向けのバーチャル・プラットフォーム設
置により、メンバーが新しいマラリアワクチンRTS, S の導入に
関する統合的計画、調整および能力構築にリモートで参加で
きるようになりました。
• 6 州30か所の地域密着型保健施設で働く医療従事者が、ワクチ
ン接種後の薬物有害反応（Adverse Drug Reactions: ADR）と
予防接種後副反応（Adverse Events Following Immunization:
AEFI）を監視、管理、報告できるよう、その専門能力を強化しま
した。
• ガーナ食品医薬品局に対して「アフリカ連合薬事規制の規範法
（AU モデル法）
」の国内法化に向けた法律面、政策面の検討
を行うための支援を提供しました。
• 3つの州で、NTDs に取り組む医療従事者が医療への公平な
アクセスに対するジェンダーの影響について実装研究を行える
よう、その能力を強化しました。
• 国家 HTAガイドラインの策定と、HTA 立法に関する技術指導
の提供により、HTA の制度化を強化しました。
• 国家薬価委員会に対し、医薬品価格規制に関する国家ガイド
ラインの策定および官民のサプライチェーン全体を通じた医薬
品価格の監視を行う薬価観測施設の創設に向けた専門能力を
高めるための支援を提供しました。

インド
• 新型コロナワクチンの在庫管理と受益者追跡のデジタル化に
向けた継続的取り組みで得られた教訓を含め、インドで開発さ
れたデジタル物流管理システム「電子ワクチン情報ネットワーク
（eVIN）
」の ADP 重点国とその他低中所得国に対する技術移転
（南南協力）を促進しました。

インドネシア
• 国家医薬品・食品品質管理研究所に対し、出先機関の職員と
医薬品業界の関係者を対象に、医薬品の安全と品質に関する
政策と実践についての研修を実施するための支援を行いました。
• 薬剤耐性結核の治療における安全監視を改善するため、
「積
極的な結核治療薬の安全監視と管理の実施に関する国家アク
ションプラン（aDSM）
」の策定を支援しました。
• 薬価規制に関する専門能力を構築し、政策決定を強化するた
め、医薬品価格設定戦略・政策に関する研修会を開催しました。
• 国家電子カタログの作成に向け、最も付加価値の高い医薬品
とベンダーの選定を促進するため、多基準決定分析メカニズム
の導入に関する支援を政府調達機関に提供しました。
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マラウイ
• 国家品質管理研究所が「WHO 国際化学薬品標準品（WHO
International Chemical Reference Substances: ICRS）
」デー
タベースの活用と「WHO 国際 薬局方（WHO International
Pharmacopoeia）
」への試験サンプル提出により、医薬品の
品質を監視する能力を強化しました。
• 「WHOグローバル・ベンチマーキング・ツール」による正式な
評価に向けた準備段階として、国家規制当局の自己評価と機
関開発計画の策定を支援しました。
• 三次病院 5 か所と地域病院 29 か所で、統合型医薬品安全性
監視システムを通じ、薬物有害反応および予防接種後副反応
を監視、管理する国内能力を強化しました。
• 医療関係者と消費者双方による薬物有害反応および予防接種
後副反応に関する報告の簡素化を図る無料の使いやすいデジ
タルシステムとして、USSD モバイル・プラットフォームの展開
を支援しました。
• 薬物有害反応および予防接種後副反応を報告することの重要
性と、利用可能なさまざまな報告チャネルに対する一般の認識
を高めるためのキャンペーンを支援しました。

セネガル
• 国家規制当局の自己評価と機関開発計画の策定を支援すると
ともに、医薬品サプライチェーン規制上の調査能力強化にも支
援を提供しました。
• コロナ禍が国内のマラリア、結核および NTDs 対策プログラム
に及ぼす影響に関する調査を計画、実施し、リスク緩和のた
めの計画と政策措置策定の参考とできるよう、多部門間調整
プラットフォームを設立しました。
• 各種疾病対策プログラム間で統一の国内医薬品安全性監視シ
ステムが活用されるようにするための作業計画の策定と実施を
含め、国内医薬品安全性監視システムの評価を支援しました。
• 5 州 22カ所の新型コロナ治療センターで医療従事者の研修を
行った結果、5,600 人を超える患者からアクティブ・サーベイラ
ンス・データを収集し、薬物有害反応が生じる頻度の分析を
実施しました。
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• 集団投薬キャンペーンにおけるNTDs 治療薬サプライチェーン
管理に関する国家ガイドライン、標準実施要領および研修マ
ニュアルに優良事例に基づく指針を取り込ました。

タンザニア連合共和国
• 規制当局による承認に先駆け、住血吸虫症のための小児用プ
ラジカンテル製剤の展開に向けた総合的計画策定の促進を目
指す国内マルチステークホルダー・プラットフォームを継続支
援しました。
• 国民健康保険基金（National Health Insurance Fund: NHIF）
の主なコスト推進要因を明らかにするとともに、公共セクターの
薬価分析を行ってNHIF 還付リストの優先度決定の参考とし、公
共セクターにおける医薬品の合理的な利用の強化を図りました。
• WHO の事前認証審査要件と医療技術の品質保証に向けた適
正流通規範を検討するための技術援助を含め、現状の「成熟
度レベル 3」格付けを維持するための規制システム強化に対す
る支援を継続しました。
• 国家 HTA 委員会のガイドライン策定に関する支援と、HTAア
プローチの普及に向けて政策立案者のコミットメントを構築す
るためのアドボカシーへの取り組みを通じ、HTA の制度化に
寄与しました。

タイ
• 医療介入技術評価プログラム（HITAP）とのパートナーシップ
を通じ、タイの医療技術評価に関する組織的な専門知識と経
験を活用しながら、HTA のアプローチに関する技術援助を低
中所得国に提供することにより、南南協力を促進しました。
• 医薬品の品質と信頼性の水準をサプライチェーン全体で維持す
るため、リスクベースの規制検査と品質管理試験を実施する国
家規制当局の能力を強化しました。
• 国家規制当局向けの機関開発計画実施を引き続き支援したこ
とで、WHOベンチマーキングに基づく推奨事項の 70% の実施
が促進されました。

地域・南南協力
• アフリカ連合開発庁およびアフリカ開発のための新パートナー
シップ（AUDA-NEPAD）とADP が、AU モデル法の国内法化
について、AU 加盟国に適正規範アプローチを発信するために
共同で策定した「アフリカ連合薬事規制規範法の国内法化に
係る指針文書（Guidance Document for Domestication of
the African Union Model Law on Medical Products
Regulation）
」の活用を促進しました。
• 中 部アフリカ 経 済 通 貨 共 同 体（CEMAC） 加 盟 6 か 国 で、
2021 年と2022 年に正式な「WHOグローバル・ベンチマーキ
ング・ツール」評価を実施することをねらいに、国家規制当局
による自己評価を支援しました。
• アフリカ地域 25 か国の国内規制担当者を対象とする研修と、
医療機器や体外診断薬の製造、規制要件および登録に関連
する4 件の指針文書の策定に関するAMDＦへの支援を通じ、
医療機器規制のハーモナイゼーションを促進しました。
• 検査・診断機器へのアクセスや、WHO 必須体外診断検査モデ
ルリスト（WHO Model List of Essential In Vitro Diagnostics）
のジェンダー的側面について、評価枠組みを提供し、公平なア
クセスを促進するため、同モデルリストのジェンダー分析を実施
しました。
• アフリカ地域 54 か国で、国家規制当局と国内参照試験場の能
力と専門知識の包括的なマッピングを行い、規制ギャップの特
定と協力の推進を図りました。
• 貧困層がかかりやすい感染症へのより包括的かつ効果的な対
策を可能にするため、ジェンダーと分野横断的分析に関するモ
ジュールを加えることにより、
実装研究ツールキットをアップデー
トしました。
• フランス語圏のファシリテーター向けに、実装研究ツールキット
に関する教官研修を実施したのに続き、西・中部アフリカのフ
ランス語圏 7 か国の関係者を対象とする研修を行いました。

• 低中所得国での医療機器の公的調達を支援するための手引書
を発行しました。この手引書は、ペルーとセネガルの公的調達
機関向けの研修カリキュラム策定に活用される予定です。
• コラボレーションと知識共有、および新規医療技術導入に向け
た医療システムの態勢整備を推進するため、
「ADP 南南交流・
学 習 プ ラットフォーム（ADP South–South Exchange and
Learning Platform）
」のオンライン協議を4 回開催しました。
この協議には 20カ国以上から、政府関係者および専門家が参
加しました。

グローバルレベルでの活動
• ADPは「新規医療技術アクセスと提供のための協働」イニシア
チブに関する日本政府および GHIT 基金との協力を継続しまし
た。その一環として『顧みられない疾病に関する医療技術のアク
セスと提供に向けた財源と資金調達機会の現状（Landscape of
funding and financing opportunities for access and delivery
of health technologies for neglected diseases）
』と『顧みられ
ない疾病に関する国家投資ケース開発のための指針（Guidance
note for the development of national investment cases for
neglected diseases）
』という2 件の資料を発行しました。
• 新たに作成された「WHO NTDsロードマップ（2021-2030 年）
」
の各国での実施に向け、顧みられない疾病に関する医療技術
への資金調達を改善するため、WHOとの間で、NTDs 国家投
資ケースの策定に関する共通の指針とツールの開発を目指す
協力に着手しました。
• ADP 重点国のステークホルダー間の協力と学習を強化するた
め、ADPコミュニティ・オンライン・プラットフォームを立ち上
げました。これにより、新型コロナやその他の疾病に関する迅
速かつエビデンスに基づいた政策とプログラム策定に向けた
情報共有が促進されています。

• aDSM のベストプラクティスと新規結核治療戦略の安全かつ効
率的導入に向けた実装研究の組織的活用に関し、西・中部ア
フリカ27カ国の結核対策プログラムと医薬品安全性監視担当
部署の間で南南協力を促進しました。
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主な優先課題
グローバルヘルスをめぐる環境が急激に
変化する中で、ADP は既存する、又は新
たな医療システムの課題に対応し、コロナ
禍や結核、NTDs に関する各国の幅広い
優先課題に対処する能力の強化に重点を
置いています。
•各国のコロナ禍対応支援：安全かつ効
果的な新型コロナ検査やワクチンの確実
な提供と公平なアクセスを確保することが
求められています。ADP は、総合的な計
画策定、多部門間の調整および規制当
局の準備態勢とサプライチェーンの強化
を通じ、診断とワクチン供給をタイムリー
に展開できるよう各国を支援しています。

•結核、マラリアおよび NTDs の疾病対策
を強化：ADP は結核、マラリア、NTDs
に対処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維
持、推進しています。社会的弱者に対す
るコロナ禍の間接的影響を和らげるため
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。

•デジタルヘルスの促進：コロナ禍は、医
療サービス提供モデルの改善などを通じ
たデジタル・トランスフォーメーションを
加速させています。ADP は、政策枠組み
•南南交流と協力の促進：コロナ禍対応で
やガバナンス体制、医療従事者の能力を
は、最適な政策決定や意思決定を行うた
強化することで、地域エコシステムの準
めに、各国間で経験を共有し、実践的な
備態勢を整え、適切で費用対効果が高く
解決策を迅速に提供する必要があります。 持続可能なデジタルヘルス施策を特定す
ADP は、国内での活動の補完として、異
るための支援を行っています。
なる医療システム間で共通の課題となっ

ADの活動分野：新規医療技術を必要としている
人々に届けるための組織や制度の能力強化

政策・規制枠組みの
整備

医療技術の評価

新規医薬品、
ワクチン、
検査・診断機器

規制上の承認

ている政策、プログラムおよび技術面で
の問題について、南南学習と交流を促す
と同時に、このパートナーシップの範囲と
影響の拡大を図っています。

選定、優先設定、
資源配分

デジタルヘルスと
データ管理

公的調達

戦略的価格設定と
調達

規制制度の強化

実装研究

保管と流通

医療サービス提供

サプライ
チェーン管理

医薬品安全性監視

患者

医療保健分野での研究や医薬品開発が進む中、将来性のある新
しい医療技術が継続的で戦略的な投資によって必要としている
人々に利益をもたらすことが重要です。ADP は分野横断的な能
力強化を通じて、新しい医療技術が実用化された際に低中所得
国がそれを迅速に導入し、公平な方法で利用できるよう支援して
います。
ADP は新規医療技術のアクセスと提供のバリューチェーンの各段
階において多岐に渡る分野の専門性とパートナーの重要性を認
識し、次の 3つの原則を促進しています。すなわち、国のオーナー
シップによる長期的な持続可能性を確保し、各国のステークホル
ダーによって選定された優先事項に取り組むこと。分野を横断し
たマルチステークホルダーの協働によりバリューチェーン全体に
影響を及ぼす様々な視点や要因を取り入れること。そして、南南
協力による知識共有と相互学習を活性化すること。
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www.undp.org

ADP は、UNDP、WHO、TDR、PATH のコアパートナーとともに、
新規医療技術の導入と普及のための能力と制度を強化するた
め、広範な政策と技術支援を提供します。ADP による支援は、
政策、規制および法的枠組みの整備から実装研究、規制上の承
認、調達やサプライチェーン管理、さらに最終的にはサービス提
供と患者の安全性監視に至るまで、バリューチェーン全体に及ぶ
総合的な性質を有します。ADP が採用したこれらのアプローチは
『UNDP 戦略計画：2022-2025』および『UNDP の HIVと保健、
開発戦略 2022-2025』に沿ったもので、いずれも健康と開発の
密接な連関性や、それらの達成に向けた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ます。各国の
保健システムの制度的および技術的能力を強化し、コロナ対応
を支援することは表裏一体の関係であることは明らかです。 それ
ぞれが、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成と
人間の安全保障の強化に向けて、手頃な価格で品質が保証され
た医療技術へのアクセスと提供を推進しています。

www.adphealth.org

@ADP_health

Developed and designed by Inis Communication: www.iniscommunication.com

分野横断、協調推進、包括的なADPアプローチ

