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アクセスと提供に関する
パートナーシップについて
この 10 年間、製品開発パートナーシップ（PDPs）という協業形態が数多く形成されてきています。現在、多
くの疾患に関して大きなイノベーション・ギャップが存在しているため、この流れは当然とも言えます。しか
し、有望な製品が開発されている場合であっても、治療を必要としている患者にこのような製品を提供す
るのは複雑で大きな課題となっています。低・中所得国の多くは、必要としているすべての人に治療とケア
を行うことができないという問題を依然として抱えています。こうした事態は、地理的状況や気候から社
会経済的問題に至るまで様々な要因によりさらに悪化する恐れがあります。
新規医療技術を提供するためのシステムは複雑で、個々のシステムが相互に関連しています。こうしたシス
テムを構築するには、多様なアプローチを同時に採用する必要があります。システムを改善しようとして個
別に介入しても、成功する可能性はほとんどありません。アクセスと提供に関するパートナーシップ（ADP：
Access and Delivery Partnership）のプロジェクトは、保健システム内での新規医療技術の提供を妨げる問
題を広範囲に対処するため、様々な部門、機能、不可欠な能力を一体化しています。この分野横断的な性
質は、ADPプロジェクトの大きな強みの 1つです。このような総合的アプローチは、プロジェクトの多様な
側面に関係する専門知識を提供する ADP の各パートナーに共通の重要な鍵となっています。
ADP の設計と範囲は野心的ですが、根強く残る問題に持続可能な形で成功裡に対処するには、革新的で
大胆なアプローチを選択する必要があります。持続可能な開発のための 2030アジェンダ（SDGs）に関す
る政治的関心の高まりによって、戦略的な機会と明確な目標が与えられています。
ADP は現在、こうした課題に取り組むため、能力構築とパートナーシップの手法を用いて、各国と協働して
います。ADP は、パートナーシップが解消されてからも長年にわたって国家システム内に持続可能性が組み
込まれるよう、十分に定義された包摂的かつ透明な意思決定を可能にする介入を実施することに重点を
置いています。
このプロジェクトを支援する日本政府のリーダーシップについてもひとこと申し添えておきたいと思いま
す。製品開発と研究を促進するだけでなく、必要としている人々が実際にこうした製品を入手できるよう、
アクセスの問題にも投資するという行動は将来を見据えた素晴らしいものだと考えています。
この現状報告書は、とくにプロジェクトの 6 つの道筋が 1つにまとまって相乗的な効果をもたらしている
分野に関する今日までの進展をまとめたものです。

Dr. Mandeep Dhaliwal
ADPアドバイザリー・グループ長
国連開発計画

政策・計画支援局 HIV 保健開発チーム・ディレクター
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結核（TB）、マラリア、
顧みられない熱帯病
（NTDS）に対処する
ための先見的な
プラットフォーム
アクセスと提供に関するパートナーシッ
プ（ADP）は、他に類を見ないアライア
ンス（連合）です。国連開発計画（UNDP）
が 主 導し、調 整 を 行ってい る ADP は、
UNDP、熱帯病医学特別研究訓練プログ
ラム（TDR）および NGO・PATH の協力関
係の下に実施されているプロジェクトで
す。こうした ADPパートナーは、新規医
療技術のアクセスと導入を図る上で必要
となるあらゆる種類の技術的スキルを
引き出すために、協働して各機関が有す
る専門知識を活用しています。ADP は、
パートナー国の政府とステークホルダー
との協議や協調に加え、こうした関係者
との共同実施の重要性を強調していま
す。

ためのスキルと、必要としている人々に
その医療技術を導入するためのスキル
を提供することを重視しています。
ADP は、2013 年 4月から 2018 年 3月ま
でを施行期間とする 5か年プロジェクト
です。

ADP の各パートナーは協力して、重点国
グループが多数の部門にわたって行う
合理的かつ持続可能な科学的根拠に基
づく意思決定を通じて、結核、マラリア、
NTDs 向けの新規医療技 術へアクセス
し、その医療技術を提供、導入するため
の能力の向上を支援しています。また、
ADP は、ベストプラクティス
（最優良事例）
を構築、普及させることによって、また、
南南協力の推進を通じて、その影響力を
新 規 医 療 技 術と は、結 核、マ ラリア、
重点国以外の地域にも拡大しています。
NTDs の予防、治療または治癒に関係す
る医薬品、診断機器、ワクチンであり、
市場導入の準備ができていないあるい
は低・中所得国（LMICs）においてまだ導
入されていないものと広く定義されて
います。新規医療技術の導入は、規制、
供給、流通に係る新要件の設定や医療
関係者に対する訓練の実施など、既存
の保健システムに対し負荷をかける可能
性があります。この点を踏まえ、ADP は
LMIC のステークホルダーに向けて、新
規医療技術に効果的にアクセスするた
めに必要なシステムとプロセスの構築の
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ADP のパートナー
国連開発計画（UNDP）
は危機に耐
え、人々の生活を向上させるような
成長を推進・維持する国作りを支援
するため、社会のあらゆるレベルの
人々のパートナーとなります。私た
ちは約 170 か国に活動拠点を置い
ており、世界的・国内的な開発課題
について、各国が独自の解決策を
見出せるよう取り組んでいます。
熱帯病医学特別研究訓練プログラ
ム (TDR) は、貧困層の人々の脅威で
ある疾患と戦うための様々な取り
組みの促進・支援、またその取り組
み自体に影響を与えるグローバル
な科学的連携プログラムです。TDR
は世界保 健 機 関 (WHO) 内に本部
を置き、国連 児童基金 (UNICEF)、
UNDP、世界銀行、WHO からの拠出
金により成り立っています。
PATH は、とくに女性と子どもの命
を救い、その健康を増進するため
の画期的なイノベーションを推進
する国際非政府組織 (NGO) です。
PATH は、起業家的な知見、科学と
公衆衛生の専門知識、さらには健
康面での公平性を求める熱意を活
用し、ワクチン、薬剤、診断法、医療
機器、制度・サービスのイノベーショ
ンという 5つの基本分野でイノベー
ションを加速しています。世界中か
らパートナーを集い、PATH は主に
最大の健康ニーズに対処するアフ
リカ・アジア諸国と協業しながら、
イノベーションの拡大を図っていま
す。各国諸国と協業しながら PATH
は不健康のサイクルを断ち切る測
定可能な結果をもたらします。

Credit: Flickr/Asian Development Bank

日本 政 府は、UNDPとの継続的な
協力関係を通じて実施される 2 つ
の相互補完的なプロジェクトで構
成されるイニシアティブの一環とし
て ADPを立ち上げ、支援していま
す。
• グ ロ ー バ ル ヘ ルス 技 術 振 興
（GHIT）基 金 は、結 核、マ ラリ
ア、NTDs 向けの医薬品、診断機
器、ワクチンの開発を通じてイノ
ベーション（技術革新）と研究を
促進しています。
• ADP は、LMICs が新規医療技術
にアクセスし、治療を必要として
いる患者にその医療技術を提供
し、また、新規医療技術を導入す
る能力を高めるのを支援するこ
とによって、GHIT 基金がもたら
す影響力を増幅させています。
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グローバルヘルス技術振興（GHIT）
基金は、グローバルヘルス（世界保
健）研究開発（R&D）の資金調達に
関する新たなモデルです。GHIT 基
金は、日本の製薬企業 7 社、日本政
府、ビル & メリンダ・ゲイツ財団
（Bill
& Melinda Gates Foundation）、ウェ
ルカム・トラスト（Wellcome Trust）
および UNDP の共同イニシアティ
ブとして 2013 年 4月に設立されま
した。GHIT 基金は、世界でもっとも
貧しい人々に影響を及ぼす顧みら
れない疾患を対象とした様々な製
品開発パートナーシップ（PDPs）に
投資し、それらを管理しています。
GHIT 基金の重要な目的は、既存の
PDPsと薬剤 R&D に専門知識を有
する日本側パートナーを結び付け
ることにあります。これまで、GHIT
は 60 を超えるグローバル PDPsに

投資してきました。このうち、23 の
PDPsは日本にある独自の化合物ラ
イブラリーのスクリーニングを行
い、薬剤となる可能性がある 18 の
候補化合物を特定するまでに至っ
ています。

日本政府は、GHIT 基金を通じて新
規医療技術向けの R&D を促進す
るという類い稀な先見性のある戦
略を立てるとともに、ADPを通じ
て LMICsにその新規医療技術への
持続可能なアクセスと公平な提供
を維持できるよう支援することに
よって、歴 史的に見てこれまでグ
ローバルヘルスに対応する上で並
行して存在してきた 2 つの要素を
結び付けることに成功しています。

れ以来、日本政府は、感染症の具体
的対策、公衆衛生危機への国際社
会の対応、ユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジ（UHC）の推進、R&Dとイノ
ベーションの優先課題化を求めた
最近の G7伊勢志摩サミット首脳会
合（2016 年）に至るまで主導的役割
ADPと GHIT 基金の最終的な目標
を担ってきました。日本政府は、結
と事業モデルは極めて類似してい
核、マラリア、NTDsに対する新規医
ます。ADP、GHIT 基金とも、開発途
療技術の R&Dを推進するとともに、
上国に壊滅的な打撃を与えている
LMICsにおいて新規医療技術へのア
感 染 病の根絶を目指すとともに、
クセスと提供を促進しています。こ
複雑なバリューチェーンを構成する 日本政府は、その外交政策におい
れに関係する日本政府の優先課題
多数の要素を統合する戦略的な分 てグローバルヘルスを優先課題に
は、2013 年グローバルヘルス外交
野間横断アプローチを採用してい 据える施策を講じることによって、
戦略、2011–2015 年グローバルヘル
ます。この手法によって、両イニシ 長年に亘りグローバルヘルスにお
ス政策、2015 年平和と健康のため
アティブの間だけでなく、両イニシ ける原動力としての役割を果たし
の基本方針、および 2016 年ジェン
アティブと他の PDPsとの間にもシ てきました。2000 年に開催された
ダー平等と女性のエンパワーメント
ナジー（相乗効果）をもたらす重要 九州・沖縄サミット首脳会合では、
のための開発戦略 の間に生み出さ
な機会が生まれ、顕在化してきて G8 議題の 1つとして史上初めて感
れたシナジーに基づいています。
います。
染症対策が取り上げられました。そ
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医療技術の
アクセスと
提供を
推進するための
分野間横断
アプローチ
Credit: UN Photo/Martine Perret

結核は、世界でもっとも死者を多く
出している感染症の 1つです。2014
年には、150万人が死亡したと推定
されています 1。マラリアについて
は、2015 年には 43万 8 千人が死亡
したと推 定されています。症例が
もっとも多い年齢層はサハラ以南
アフリカに住む 5 歳未満の幼児と
なっています 2。NTDs は、186 か国
17億人に影響を及ぼしており 3、す
べての感染症および寄生虫症の中
でもっとも重い負荷を課している
疾 病の 1つとなっています。また、
特定の NTDsについては女性の方
がより多く発症することや治療そ
の他の医療サービスへのアクセス
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WHO、
「2015 年世界結核報告書 」、WHO 出版、
ジュネーブ、2015 年。

2

WHO、
「2015 年世界マラリア報告書 」、WHO
出版、ジュネーブ、2015 年。

3

グローバルヘルス・オブザーバトリー、
「予防化
（ウェブ
学療法および感染管理データバンク」
サイト）、WHO、ジュネーブ
（http://www.who.int/
neglected_diseases/preventive_chemotherapy/
databank/en/）。アクセス日：2016 年 6 月 21日。

において性差に基づく不平等さを
示す証拠が増えていることを踏ま
えれば、NTDsにはジェンダーの側
面もあると言えます。一言で言うな
らば、結核、マラリア、NTDs は貧困
と不平等さに関係する疾患であり、
もっとも貧しい、また、社会の中で
もっとも弱い立場にある人々とコ
ミュニティに最大の影響を及ぼし
ています。
国連は、結核、マラリア、NTDs が人
間開発と社会的発展に及ぼす影響
を認識した上で、17の持続可能な
開発目標（SDGs）から成る「持続可
能な開発のための 2030アジェン
ダ」を採択しました。保健と福祉に
重点を置く SDG 3 は、2030 年まで
に後天性免疫不全症候群
（エイズ）、
結核、マラリア、NTDsといった伝染
病を根絶するという野心的な目標
及びターゲットを設定しました。こ
の目標に向けて、SDGs は新薬とワ

クチンに関する R&D の必要性に加
え、必要不可欠な医療技術へのア
クセスを可能にするための保健シ
ステムの強化と UHC の重要性を強
調しています。
日本政府と UNDPのパートナーシッ
プは、次の 2 つの相互補完的な側
面を通じてこの SDGアプローチを
取り入れています。
第 1に、GHIT 基金と ADP の相乗関
係は、結核、マラリア、顧みられない
熱帯病向けの新薬、診断機器、ワク
チンに関する協力的なイノベーショ
ンを推進するとともに、これらの新
規医療技術へアクセスし、提供する
ための低・中所得国の能力強化をし
ています。
第 2に、GHIT 基 金 と ADP が 共 有
する分野間横断アプローチは、関
係者が結集することで縦割り組織
や技術分野を乗り越えて様々な課

題に共同で取り組む手法であり、
SDGs の中でもとくに保健と福祉に
関する SDG3、また国際保健のため
の G7伊勢志摩ビジョンを実現する
上で必要な統合パートナーシップと
の認識が高まりつつあります。
これらの野心的な目標を達成する
ためには、国家的および地政学的
情勢が広範囲にわたってかつ急速
に変化を遂げつつある中で ADP や
その他のイニシアティブが活動し
ているということも認識しておか
なければなりません。とりわけ、以
前は最貧国であった国々の経済発
展によって過去 15 年の間に低所得
国の数がほぼ半減しました。こうし
た変化によって、多くの「新」中所得
国が、開発援助に依存してきたこれ
までの体制から脱却し、国の保健
システムの設計と管理、国内の資
源配分に関してより強い当事者意
識と大きな責任感を持つことがで

きるようになってきました。一方、こ
うした変化は、国の保健システムが
同様の脱却の機会を得る前に起き
ている場合が多いため、目標とす
る能力開発に早急に取り組む必要
性も生じています。

先課題を重視しています。

こうした状 況にお いて、イノベー
ションは極めて重要ですが、必要医
療技術をもっとも必要としている
コミュニティや人々にそれらを提供
するための保健システムのイノベー
ADPアプローチは、多分野にまた ションが十分とは言えません。主に
がる合理的かつ科学的証拠に基づ LMICsに影響を及ぼす疾患に向け
く意思決定に係る国の能力を高め た R&D に資金を調達するための医
るとともに、GHIT 基金の成果の範 療技術開発向け市場主導型モデル
囲を超えた医療技術のアクセスと が失敗した後、GHIT 基金といった
提供を支援しています。その結果、 新たな PDPsが誕生することによっ
複数の国家政策・プログラムのメカ て、長年にわたって解消されなかっ
ニズムや各機関の持続可能性と回 たイノベーション・ギャップが埋めら
復力が高まるとともに、保健の極 れつつあります。新規医療技術を
めて重要な優先課題に対する国内 より迅速かつ効果的に発見、開発、
投資が促進されることにもなりま 提供する取り組みにおいて、独自の
す。また、ADP は、各国・地域が置か 能力とスキルの蓄積によって得ら
れている環境の独自性も強調して れる力と便益がますます認識され
おり、それぞれの状況に合わせてア るようになってきています。
クセスと提供を推進するために保
健システムが設定すべき明確な優
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イノベーション/R&D

導入

拡大
人口への影響

戦略的な情報と科学
的根拠の収集

政策と法律の
枠組み整備

調達と
サプライチェーン
グローバルヘルス技術振興基金

インプリメンテー
ション・リサーチ
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
結核、マラリア、NTDs のための新規医療技術

科学的根拠に基づく
資源配分

安全性監視と
薬剤監視

新規医療技術のイノベーション、アクセスおよび提供に係るバリューチェーン。GHIT基金は新規医療技術向けのイノベーションと研究開発を
促進する一方、ADPはLMICsが、相互に関連する6つの戦略的な「道筋」をたどることによって新規医療技術の導入および拡大に関する能力を
強化していくことを支援しています。

相互に関連する 6 つの戦略的な
「道
筋」から成る ADP 活動は、法律、政
策、規制の枠組みの整備、新製品
の安全性に係る監視、価格付け、供
給および提供のシステムに関して
必要不可欠な能力の構築に取り組
んでいます。
保健システム内の複数の作業分野
が、医療技術へのアクセス、導入お
よび提供を実現する上で極めて重
要であることを認識した上で、ADP
アプローチは 各国が 次に掲げる
一連の「道筋」に重点を置くことに
よって、これらの主要な取り組み分
野を統合していくことを目標として
います。まず、保健システムが有効
に機能するための前提条件は、多
部門にわたって政策と法律の枠組
みを整備することです。次に、イン
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プリメンテーション・リサーチ (IR)
能力が、医療技術の拡大利用を妨
げる障害を体系的に特定すること
によって政策立案を補完する一方、
安全性監視能力は、予期せぬ薬物
有害反応（副作用）を適時に検知
し、管理することを可能にします。
また、科学的根拠に基づく意思決
定による資 源 配 分 – たとえば 医
療 技 術の経 済的評価も行う医 療
技術評価（HTA：Health Technology
Assessments）により達成されるも
のなど – は、保健システム内にお
ける資金調達の予測可能性と持続
可能性を保証するために有用です。
医療供給システムは、医療へのアク
セスを提供する各国の能力を決定
づけます。この能力は良好なサプ
ライチェーン管理、すなわち、必要
不可欠な医療技術の効率的な計画

立案、調達および流通に依存して
います。最後に、ADP が支援国に対
し最適な効果をもたらすためには、
戦略的情報と科学的根拠を収集し
ていくことが必要です。ADP はこの
ようにして、アクセスと提供に向け
て必要不可欠な道筋を特定し、こ
れらの道筋がそれぞれ機能し、相
互に作用し合うことを保証するた
めの各国の支援に取り組んでいま
す。

ADP の実施に係る進捗状況

ADPの重点国
ADPの能力開発イニシアティブにより便益を受けた国々

ADP の変化理論は、特定の国の意
思決定プロセスの質と重点テーマ
が、革新的な医療技術のアクセス
と提供を保証する上で極めて重要
であるという見解に基づいていま
す。この点を踏まえて、ADP の活動
は 2 つの活動論拠に基づいたもの
となっています。1つは、効果的な
意思決定のための構造の構築、強
化に焦点を合わせることによって
好ましい影響と持続可能な変化が
保証されるという論拠であり、もう
1つはプロジェクト重点国における
ADP 活動の実施から得られる知識
とベストプラクティスを捕捉するこ
とによって、他の LMICsと便益を交
換できるような南南協力関係が促
進されるという論拠です。
ADPパートナーは、プロジェクトに

着手してから 3 年間、重点国の重
要なステークホルダーと緊密に連
携して次に挙げる活動に取り組ん
できました。
すなわち、
イノベーショ
ン、アクセスおよび提供の重要な
要素に対して政策立案者や国のス
テークホルダーに注意を向けさせ
る、政策指針とベストプラクティス
のメカニズムの制度化の統合を支
援する、保健システムの構築と実
施を主導することができる国の専
門家グループを組織する、また、意
思決定を行う上で必要な指針、ツー
ル、戦略的証拠を準備し、利用する
などです。
ADP のすべての道筋にわたる総合
的実施は、ガーナ、インドネシア、タ
ンザニアの各政府と他のステーク
ホルダーとの強い分野間横断パー

トナーシップによって促進されてい
ます。また、関係するタイの機関と
政策立案者は、タイと重点国との
間の知識交換手段として、UHC 制
度の構築と保健ガバナンス（統治）
に関する重要な技術経験とノウハ
ウを共有し続けてきました。これら
の活動は、包括的で、それぞれの実
情に合わせた科学的証拠を構築す
るための 初期の ADP 活動の成 果
と、統合的国内ネットワークとパー
トナーシップの強化を重視してきた
これまでの活動に基づいています。
ADPは、国レベルの活動を超えて、
地域プラットフォームを強化し、地
域ベースのワークショップと協議を
複数回開催することを通じて、アジ
アとアフリカの LMICsの間で行われ
る南南学習と交流を促進しました。
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ガーナ

Credit: CIAT/Neil Palmer

どの国においても、ADP
アプローチは様々な機
関と様々な問題を一体
化させて捉えようとし
ている。ガーナにおい
ても、薬剤監視と医薬
品のアクセスと提供に
関する能力を同時に構
築しているところであ
る。これらはすべて、対
処しなければならない
極めて重要な分野であ
る。

Dr. Margaret Gyapong
ガーナ保健局
（Ghana Health Service）
ドドワ医療研究センター長
（Director of Dodowa Health
Research Centre）
2016 年 1月

国のプロフィール a
人間開発指数順位
140
総人口
（百万人）
26.4
国民一人当たり国民総所得
（米ドル）
3,852
一日当たり $1.25 未満で生活している人口の比率
（%）
28.6
公衆衛生支出比率
（対 GDP 比、%）
5.4
出生時平均余命
（年）
61.4
5 歳未満幼児の死亡率
（生児出生数 1000 人当たり死
78.4
者数）
結核の疫学的データ b
c
結核有病者数
（10 万人当たり）
282
結核発症者数
（10 万人当たり）
165
結核による死者数
（10 万人当たり）
52
結核症例検知率
（%）
33
マラリアの疫学的データ d
マラリア感染者の推定数
（10 万人当たり）
31,439
マラリアによる死者総数
（10 万人当たり）
56.8
発熱し、何らかの抗マラリア薬による治療を受けた 5
53
歳未満幼児の比率
（%）
NTDs の疫学的データ e
STH 向けの PC を必要とする SAC 人口 / カバー率
6,681,171 / 29.8%
LF 向けの PC を必要とする人口 / カバー率
12,599,186 / 64.5%
SCH 向けの PC を必要とする人口 / カバー率
9,366,463 / 19.7%
SCH 向けの PC を必要とする SAC 人口 / カバー率
3,843,473 / 48.0%
オンコセルカ症向けの PC を必要とする人口
3,372,058
とくに明記されない限り、データはすべて 2014 年のもの。 SAC：学童、PC：予防化学療法、
STH：土壌伝播蠕虫症、LF：リンパ管フィラリア症、SCH：住血吸虫症
a

UNDP、
「2015 年人間開発報告書 」、ニューヨーク、2015 年。

b

WHO、
「2015 年世界結核報告書 」、WHO 出版、ジュネーブ、2015 年。

c
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（ウェブサイト）、WHO、ジュネーブ
グローバルヘルス・オブザーバトリー「TB のデータレポジトリ」
（http://apps.who.int/gho/data/view.main.57020ALL?lang=en）。アクセス日： 2016 年 7月 2 日。

d

（ウェブサイト）、WHO、ジュネー
グローバルヘルス・オブザーバトリー「マラリアのデータレポジトリ」
ブ
（http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1362?lang=en）。アクセス日：2016 年 7月 2 日。

e

（ウェブサイト）、
グローバルヘルス・オブザーバトリー「予防化学療法および感染管理データバンク」
WHO、ジュネーブ（http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/ databank/en/）。
アクセス日：2016 年 6 月 21日。

Credit: Flickr/Nana B Agyei

ガーナは、力強い経済成長と確固たる民主制度によって、2010 年
に低・中所得国の地位へ移行しました。マラリア、HIV、結核に起因
する重大な課題に直面しているにもかかわらず、ガーナは保健の
成果を改善し、市民のニーズに合わせてシステム対応力を向上さ
せるという保健システムの目標の達成に向けて着実に前進してい
ます。UHCのビジョンは包括的であり、保健に対する国内投資を
増加させるという揺るぎないコミットメント
（誓約）がこのビジョン
の中に含まれています。
ガーナでは、ADP は保健、医薬品規
制、産業およびイノベーションに関
わる国内の様々な部門を対象とし
て、十分に調整された一貫性のあ
る政策を推進してきました。この取
り組みは、保健省（MOH）による国
家薬事政策
（NMP）の見直しを含め、
継続的な政策検証プロセスを重視
しています。NMP は、医 薬 品の 選
定、アクセスと価格付け、持続可能
な供給の問題、薬剤監視能力の開
発を含め、様々な課題を網羅した
上で、ガーナにおける医薬品部門
のガバナンスに対する総合的アプ
ローチを推進しようとしています。
NMP は、効能がある高品質の医薬
品が負担可能な費用で確実に入手
でき、かつ、安全であるようにしま
す。このような体制は、UHC のもと
医療に対する公平なアクセスを確
保する上で極めて重 要 です。ADP
は、NMP の改定を目的として設置

された技術作業部会に対し、とく
に、NMP の実施に係る費用見積計
画を構成する重要な実施ツールの
開発、関係する監 視と評価、広報
活動の側面において技術支援を提
供しています。また、ADP は、広範
囲にわたる情報を確保し、NMPに
対する国の当事者意識を高めるた
めに、国の各ステークホルダーが
部門横断的な形で関与するのを促
進しました。ADP の支援によって得
られた成果として、費用見積が付
いた包括的実施計画の策定、プロ
ジェクト実施の進捗状況を測定す
るための監視・評価計画の策定、関
係する政策の目標と目的に対する
意識の向上を図るための広報・通信
計画の策定などが挙げられます。
さらに、ADP はイノベーション、公衆
衛生、医療技術へのアクセスに関
係する諸政策の一貫性を確保する
ために、司法省（Ministry of Justice）

と法務長官局（Attorney-General s
Department）との継続的な話し合
いを持っています。こうした活動に
基づき、2017 年には、公衆衛生に係
る検討事項を法的枠組みの中で統
合する作業について技術的説明が
議員に行われる予定です。
ガーナでは、ADP は保 健システム
を構築し、維持するため、また、新
規医療技術への効率的かつ効果的
なアクセスを保証するために必要
なスキルをステークホルダーに身
に付けさせるための保健システム
強化アプローチを採用しました。こ
の目的の 1つは、優先課題の実施
に係る調査を効果的に計画、実施
する研究者グループを組織するこ
とにあります。ガーナ保健局（GHS）
の 研 究 開 発 部 門（Research and
Development Division）と全国の保
健調査センター（Health Research
Centres）のネットワークは、ADP の
この活動分野に関するガーナ側の
主要なパートナーとして機能して
います。この目的に向けて、ADP は
政策立案者や GHS、地域訓練セン
ターおよび国家疾患管理プログラ
ムの職員を訓練し、新規医療技術
の効果的な導入におけるインプリ
メンテーション・リサーチの重要性
に注意を向けさせるための支援を
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しました。これらの訓練では、実施
面の諸課題に優先順位をつけ、国
の保健調査アジェンダを設定する
プロセスに焦点が当てられました。
1つの地域保健調査施設の管理者
と上級研究員の 7人がインプリメ
ンテーション・リサーチに係る提案
の策定に関する訓練を受け、4つの
調査研究プロトコルを策定するに
至りました。ADP の支援を受けるこ
とにより、国の研究員は調査資金
としてこれまでおよそ 8万米ドルを
得ることができました。これらの調
査の 1つは、グローバル・ファンド
によって資金拠出されており、国家
結核管理プログラム（National TB
Control Programme）によって現在
実施されているところです。もう 1
つの調査は根絶されず存在し続け
るリンパ管フィラリア症感染に取
り組むものであり、こちらについて
は英国国際開発省（UK Department
for International Development）から
の拠出金を確保しており、2016 年
6月に開始される予定です。
国家保健調査アジェンダの検証が
実施され、その重要な成果の 1つ

として、疾病管理の有効性を改善
するための重点調査分野リストが
作成されました。インプリメンテー
ション・リサーチのための国家ア
ジェンダの 設 定プ ロセスは文 書
化されており、今後重点調査分野
の概要とともに公表される予定で
す。全 体 的に見 れば、ステークホ
ルダーの強力な分析と深い関与に
よって、管理プログラムと研究員の
対話と関係が強められ、また疾病
管理プログラムチームが、集中的に
プログラムに取り組んだにもかか
わらず特定の課題が依然として解
消されない理由を探ることができ
るようになりました。また、プログ
ラムは、共通の課題に組織的に対
処するための行動計画と活動内容
を決める権限を与えられており、イ
ンプリメンテーション・リサーチが
極めて重要であるという意識が調
査担当の上級管理者と政策立案者
の間に高まってきています。

しながら、ガーナ食品医薬品当局
に技術と能力構築に係る支援を提
供しています。また、ADP は、消費
者報告受理課の設置、システムの
様々な側面の検証、医療提供者と
地域薬剤監視職員に対する大規模
な訓練に加え、顧客報告に関して
実施する患者向けのメディアキャ
ンペーンを支援していきます。この
目的のための共通データベースは、
承認前および承認後の安全性に係
る情報を効果的に管理する上で有
用となります。

ADP は、個々の事例の安全性報告
に関する管 理システムを構築し、
実施する作業において、ガーナの
薬剤監視プログラムチームと協働
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Credit: Nancy Okwengu/International F

インドネシア

Credit: Pixabay/DEZALB

感染病および非感染病
がインドネシアにますま
す重い負荷をかけてい
る現状を踏まえ、我々は
こうした疾患に対処する
ためにこれから多くの新
規医療技術が導入され
るようになると見込ん
でいる。一方、これらの
新規医療技術の安全性
は監視する必要がある。
我々は、積極的な薬剤監
視体制を構築し、[ 薬物
有害反応
（副作用）] を管
理する能力を今後向上
させていく方法を ADP
から学んだ。
Dr. Siti Abdoellah
インドネシア保健省
（Ministry of Health）
国家医薬品食品管理庁
（National Agency of Drug and Food
Control）
治療薬監視・リスク分析副総局局長
（Head, Sub-Directorate of Surveillance
and Risk Analysis of Therapeutic
Products）
2016 年 1月
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国のプロフィール a
人間開発指数順位
110
総人口
（百万人）
253
国民一人当たり国民総所得
（米ドル）
9,788
一日当たり $1.25 未満で生活している人口の比率
（%）
16.2
公衆衛生支出比率
（対 GDP 比、%）
3.1
出生時平均余命
（年）
69.9
5 歳未満幼児の死亡率
（生児出生数 1000 人当たり死
29.3
者数）
結核の疫学的データ b
c
結核有病者数
（10 万人当たり）
647
結核発症者数
（10 万人当たり）
399
結核による死者数
（10 万人当たり）
49.5
結核症例検知率
（%）
32
初 / 再治療症例における MDR-TB の比率
（%）
1.9 / 12
マラリアの疫学的データ d
マラリア感染者の推定数
（10 万人当たり）
1621
マラリアによる死者総数
（10 万人当たり）
2.6
発熱し、何らかの抗マラリア薬による治療を受けた 5
1
歳未満幼児の比率
（%）
NTDs の疫学的データ e
STH 向けの PC を必要とする SAC 人口 / カバー率
39,041,065 / 11.0%
LF 向けの PC を必要とする人口 / カバー率
92,591,397 / 23.4%
SCH 向けの PC を必要とする人口 / カバー率
192,000 / 0.1%
f
40
デング熱の推定感染者数
（10 万人当たり）（2013）
とくに明記されない限り、データはすべて 2014 年のもの。SAC：学童、PC：予防化学療法、
STH：土壌伝播蠕虫症、LF：リンパ管フィラリア症、SCH：住血吸虫症
a

UNDP、
「2015 年人間開発報告書 」、ニューヨーク、2015 年。

b

WHO、
「2015 年世界結核報告書 」、WHO 出版、ジュネーブ、2015 年。

c

（ウェブサイト）、WHO、ジュネーブ
グローバルヘルス・オブザーバトリー「TB のデータレポジトリ」
（http://apps.who.int/gho/data/view.main.57020ALL?lang=en）。アクセス日： 2016 年 7月 2 日。

d

（ウェブサイト）、WHO、ジュネー
グローバルヘルス・オブザーバトリー「マラリアのデータレポジトリ」
ブ
（http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1362?lang=en）。アクセス日：2016 年 7月 2 日。

e

（ウェブサイト）、
グローバルヘルス・オブザーバトリー「予防化学療法および感染管理データバンク」
WHO、ジュネーブ（http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/ databank/en/）。
アクセス日：2016 年 6 月 21日。

f

Karyanti MR、Uiterwaal CS、Kusriastuti R 他、
「インドネシアにおけるデング出血熱症例の変化：45 年
間の記録に基づく分析。BMC 感染症 2014 14:412」。
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Credit: CDC Global/Evi Susanti Sinaga

インドネシアは現在、国民健康保険制度の構築を推進しており、
2019年までにあらゆる人々が基本的な医療を受けられるようにす
るという目標を掲げています。ADP関連の重要課題は、国の優先
課題とニーズに対する適切な政策アプローチの開発と実施です。
ADPは、MOH、法務・人権省（Ministry of Law and Human Rights）お
よび国家競争当局（KPPU）と協働し、医薬品その他の医療技術の
利用可能性、
アフォーダビリティ（負担可能な費用で医療サービス
を受けられること）およびアクセシビリティ（利用しやすさ）の向
上とこのような医療技術の効率的提供に関係した多分野にわたる
政策と意思決定に向けた総合的アプローチを採用しました。

が大きい）に続き、
UGMと協働して、
MOH がインプリメンテーション・リ
サーチに係る国家能力について綿
密な分析を行うことを支援してい
ます。

ADP はインプリメンテーション・リ
サーチに係る国の能力を評価し、
MOH が結核、マラリア、NTDsに関
するインプリメンテーション・リ
サーチ戦略についてコンセンサス
を得るのを支援しました。疾病管
理プログラムが直面する実施上の
これらの機関との継続的な協力関 を明確に表明してきました。ADP は
障害事項が記述され、インプリメ
係によって、公衆衛生の視点を国家 引き続き、ステークホルダーからの
ンテーション・リサーチ能力の相対
政策と法的枠組みへ効果的に組み 要請に応え、分野横断的政策の一
的低さの背景にある主な要因が特
入れる作業が支援され、省内の技 貫性を実現する上で関係する技術
定されました。ADP は UGMと連携
術職員グループの政策検証および と政策支援を提供していきます。
して、ADPによる上記評価と能力強
分析能力の向上が実現しました。
インド ネシアの 分 散 化した 医 療 化のための枠組みをフォローアップ
近年、ADPは国のステークホルダー
サービスは、地方レベルでは、解決 する形で、一連の研修活動を実施
が政策検証に係る優先課題を特定
されないまま存在し、医療サービ していきます。とくに管理者と上級
し、分析できるようにすることを目
スの提供に影響を及ぼしています。 研究員を重点的に訓練することで、
指し、その協力範囲を拡大し、アク
医療サービス提供の改善と強固で インプリメンテーション・リサーチ、
セスと提供に影響を及ぼす様々な
持続可能な全般的医療サービスの 資金調達および調査の実施に係る
責任分野を所管する各政府機関を
確保に向けて、インプリメンテー 提案を策定する能力の構築を目指
横断的に支援するようになりまし
ション・リサーチを行う能 力を強 していきます。
た。この分野間横断グループは、関
化する必要のあることが認識され
係する政策検証プロセスに関して
多 剤 耐 性 TB（MDR-TB）の 症例が
ています。ADP は、ガジャ・マダ大
国のステークホルダー間の定期的
毎年新たにおよそ 19,000 件発生し
学（UGM）のインプリメンテーショ
な交流と調整を円滑化し、推進す
ているインドネシアは、成人に対
ン・リサーチ能力を強化するために
るための重要な場を提供していま
する MDR-TB の併用療法の一環と
これまで行ってきた支援（同大学が
す。国の様々な部門の政策立案者
してベダキリン（bedaquiline）が実
地域のリソース（資源）センターと
は、政策の一貫性を推進するため
験的に導入されている 5か国のう
なったのはこの支援によるところ
に ADP アプローチを支持すること
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ちの一国として認識されています。
MDR-TB 治療向けのベダキリンの
使用に関するWHO中間指針に従っ
て、早期検知と薬物有害反応の適
切な管理を確実なものにするため
には、積極的な薬剤監視措置を整
備しておく必要がありますが、この
整備こそが、近い将来インドネシア
市場に入ってくる医療技術を含む
その他の新規医療技術の有害事象
を積極的に監視するための手段、
アプローチおよびシステムの開発
を支援する入り口となっています。
ADP は、知識交換を目的とした薬
剤監視に関する地域フォーラムに
幹部職員を参加させたり、地域の
薬剤監視専門家の間で協力関係を
築かせたりするなど、引き続き国
立 薬 剤監 視センター（NPC）の能
力強化活動を支援しました。また、
ADP は、とくにベダキリンに焦点を
当て、早期検知と薬物有害反応の
適切な管理を確実なものにするた
め、国家結核プログラム内での積
極的な安全性監視と薬剤監視およ
び病院内の薬剤監視チームの能力
強化も支援しました。
医薬品食品監督庁（BPOM）は、イ
ンドネシアの薬剤監視システム内
における重大な能力ギャップとして
「リスク評価」と
「危機管理」を特定
しました。この点を踏まえて、ADP
はこの分野においてさらに訓練と
技術支援を行うことを計画し、現
在 NPC と協議を行っています。
政府は、2019 年までに全国民（2 億
5,300万人）を被保険者とすること
を目指す国民健康保険プログラム
を推進する計画であり、医療技術
のアフォーダビリティとコストパ
フォーマンスの確保を重視してい
ます。これに関連して、ADP はタイ
の医療介入技術評価計画（HITAP）
と連携して、医療技術の優先課題
の設定、選択および導入に係るプ
ロセスを通知するための手段とし
て、医療技術評価（HTA）を政策立

案者に紹介しました。また、ADPは、
MOH が HTA 実 施プロセスを管 理
するため、
健康保険センター
（Centre
of Health Insurance）内に HTA 委員
会（HTAC）を設置することを支援し
ました。ADP の取り組みはこれにと
どまらず、国の HTA のロードマップ
（行程表）と行動計画の策定・実施
を通じた HTA の促進と制度化にま
で及んでいます。このような支援活
動の中には、新規医療技術のニー
ズ、効果、安全性を評価する政策立
案者や技術担当幹部職員の能力強
化も含まれています。
また、ADPと HITAP は、HTAC が 2
つの新規医療技術に HTA アプロー
チを実験的に採用するための技術
的支援を提供しました。この HTA
アプローチは今後 5 年間に見込ま
れる死亡率の低下と最大 60 億米
ドルの経費節減を支援する重要な
証拠を生み出しました。このよう
に HTA アプローチは、最大の金銭
価値を生み出すとともに公平性の
面における検討事項に取り組む上
で、また、インドネシアが UHC に向
けて前進する上で充実した医療給
付内容を提供していくための保健
財政戦略を策定するための、極め
て重要な手法となります。ADP は現
在、HTAC と共同で、HTA に関する
政策やプロセスの強化についての
教訓や助言内容を詳しく記述した
一連の政策概要書をまとめていま
す。

門知識や財源が限られているパプ
ア（Papua）州、北スラウェシ（North
Sulawesi）州、東カリマンタン（East
Kalimantan）州など地 理的に遠 方
の州においても新規医療技術の利
用度合いを高めることを支援して
います。この支援の中には、医療機
器、実験装置、その他の新規医療
技術の計画立案、調達および提供
に関する訓練モジュールの開発が
含まれています。この訓練モジュー
ルは、国の標準的な調達訓練計画
の中に組み入れられ、インドネシ
ア全土にわたる 700 以上の病院の
計画立案と調達の能力向上を目指
したさらなる訓練活動のために利
用されることになります。さらに、
ADP は、結核向けの新たな医薬品
と診断法の導入と国内展開の一環
として、結核向け医薬品と診断機
器に関する計画立案と調達プロセ
スを支援しています。

公的調達プロセスに関わるステー
クホルダー、とくに国家公共調達局
（LKPP）との国内評価や協議を通じ
て、地方のサービス調達機関が直
面する重大な課題が特定されまし
た。課題は、新規の医療機器や医
療技術の計画立案と調達を巡る効
果的な意思決定に関係するもので
あり、これらの課題は製品の知識
が限られていることや、品質基準と
市場価格に関する情報が不足して
いるために生じています。ADP は、
LKPP が新規医療技術に関する専
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タンザニア

Credit: Morgana Wingard/USAID

持続可能な医療提供シス
テムにとって欠かせない
部分が、必要とされる医
療サービスや医療技術の
公平なアクセスと提供を
促進する能力である…
こうした点を踏まえ、政
府は、アクセスを確保し、
安全性管理を強化し、調
達、備蓄、分配に係る調
和と調整の能力を高める
ための戦略を立てる必要
性を認識してきた。
Dr Mpoki M. Ulisubisya
タンザニア保健・村落開発・ジェンダー・
高齢者・児童省事務次官
2016 年 3月

国のプロフィール a
人間開発指数順位
151
総人口
（百万人）
50.8
国民一人当たり国民総所得
（米ドル）
2,411
一日当たり $1.25 未満で生活している人口の比率
（%）
43.5
公衆衛生支出比率
（対 GDP 比、%）
7.3
出生時平均余命
（年）
65
5 歳未満幼児の死亡率
（生児出生数 1000 人当たり死
51.8
者数）
結核の疫学的データ b
c
結核有病者数
（10 万人当たり）
528
結核発症者数
（10 万人当たり）
327
結核による死者数
（10 万人当たり）
112
結核症例検知率
（%）
36
初 / 再治療症例における MDR-TB の比率
（%）
/ 3.1
マラリアの疫学的データ d
マラリア感染者の推定数
（10 万人当たり）
11,220
マラリアによる死者総数
（10 万人当たり）
34.7
発熱し、何らかの抗マラリア薬による治療を受けた 5
54
歳未満幼児の比率
（%）
（2013 年）
NTDs の疫学的データ e
STH 向けの PC を必要とする SAC 人口 / カバー率
12,842,759 / 31%
LF 向けの PC を必要とする人口 / カバー率
26,530,192 / 77.3%
SCH 向けの PC を必要とする人口 / カバー率
10,765,946 / 27.3%
SCH 向けの PC を必要とする SAC 人口 / カバー率
6,357,534 / 37.8%
オンコセルカ症向けの PC を必要とする人口
3,542,959
とくに明記されない限り、データはすべて 2014 年のもの。SAC：学童、PC：予防化学療法、
STH：土壌伝播蠕虫症、LF：リンパ管フィラリア症、SCH：住血吸虫症
a

UNDP、
「2015 年人間開発報告書 」、ニューヨーク、2015 年。

b

WHO、
「2015 年世界結核報告書 」、WHO 出版、ジュネーブ、2015 年。

c
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（ウェブサイト）、WHO、ジュネーブ
グローバルヘルス・オブザーバトリー「TB のデータレポジトリ」
（http://apps.who.int/gho/data/view.main.57020ALL?lang=en）

d

（ウェブサイト）、WHO、ジュネー
グローバルヘルス・オブザーバトリー「マラリアのデータレポジトリ」
ブ
（http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1362?lang=en）

e

（ウェブサイト）、
グローバルヘルス・オブザーバトリー「予防化学療法および感染管理データバンク」
WHO、ジュネーブ（http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/ databank/en/）

Credit: Flickr/imke.stahlmann

タンザニアは、今後 10 年間で現在の低所得国の地位を脱却する
という予測の下、国家開発の鍵となる優先課題として持続可能な
医療提供システムと UHCの目標を特定し、国民健康保険制度を
着実に拡大しつつあります。しかし、国のニーズを特定し、それに
対処するための調整力と手段を欠いているのに加え、システムと
能力が脆弱なことから、医療技術の導入、提供および拡大の推進
力が弱まっており、マラリア、結核、NTDsを効果的に管理するため
の施策が十分に機能しない状況となっています。

診断と治療のために迅速分子診断
法（Xpert MTB/Rif および Genotype
MTBDR plus）の最適化に焦点を当
てたプロジェクト−に関するインプ
リメンテーション・リサーチのため
の新たな資金 16万米ドルを確保し
ました。

さらに、ADP は昨年、HTA アプロー
チの制度化を進めるに当たって保
健・村落開発・ジェンダー・高齢者・
タンザニアは、国の保健調査を自 析し、依然として残っているギャッ
児童省（MOH-CDGEC）と 薬剤業務
助努力で行うことについて漸進的 プと実施面の障害を特定しました。
課（Pharmaceutical Services Unit）
アプローチを採用していますが、複 この作業によって得られた優先調
を支援し、
国家専門家の中核グルー
数の国家機関が主導する、
アクセス 査 分野 のリストに基づき、ADP は
プの能力を構築しました。インドネ
と提供の向上に向けてインプリメ 体系的な調査提案書の作成に関し
シアにおける ADP の継続的活動か
ンテーション・リサーチ能力を強化 て、大学、研究所および MOH の上
ら得られた教訓が、タンザニアに
するための機会が与えられていま 級調査職員 32 人の訓練を行いま
おける技術支援および能力構築の
す。ADP は、国立医学研究所
（NIMR） した。NIMR がこのプロセスに積極
活動の指針となっています。
およびそれぞれの国家疾病管理プ 的に参加し、また当事者意識を持
ログラムと緊密に連 携して、様々 つこと、さらに、全国の多数の上級 その後、MOH-CDGEC は、コストパ
な実情と環境の中で医療技術を導 調査・プログラム職員がこのプロセ フォーマンスに基づく優先順位付
入、提供するに当たり生じる重大な スに関わることによって、インプリ けと資源配分の観点から国家必須
障害に対処する際に、課題と設計 メンテーション・リサーチを持続的 医薬品リスト
（NEML）を評価するた
を特定し、調査を実施するための に行う体制が促進されることにな め、HTAプロセスを利用することが
国家能力を強化してきました。
ります。
できるようになりました。ADP は、

また、ADP は NIMRと協力して、イ
ンプリメンテーション・リサーチを
主 導、実 施 する国 家 調 査 員 集 団
の能力強化活動を支援しました。
ADP は以前、国家疾病管理プログ
ラムチームと協働し、国のインプリ

その後、NIMRは、マラリア、結核、
NTDsに関する 2 つのプロジェクト
−病気の流行地における薬剤集団
投与のカバー率を高めるため、当
該コミュニティの薬剤販売業者を
動機付けするための戦略を探るプ

メンテーション・リサーチ能力を分

ロジェクト、および MDR-TB の早期

新規医療技術の選定と導入に関す
る政策を策定する際に、体系的な
優先順位設定プロセスを踏む必要
性についての意識を向上させるた
め、複数回にわたる協議とワーク
ショップを通じて、政府高官と政策
立案者を含む重要なステークホル
ダーや部門と関わりを持ちました。
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この優先順位設定プロセスは経済
面から見た UHC の最終的な持続
可能性を確保する上で極めて重要
です。なぜなら NEML は現在およそ
1000万人の受 益 者を対 象に年間
9200万米ドルの費用をかけて運営
されている国民健康保険制度の医
療給付内容を定義しているからで
す。
また、ADP は、予防 化 学 療 法を施
すためのサプライチェーン管理を
強化することにより、薬剤集団投
与（MDA）の 全 国 キャンペーン を
通じて NTD 管理プログラム（NTD
Control Programme）を支援しまし
た。ADP は、全国の第一 線医 療 従
事者、コミュニティ薬剤販売業者、
地区薬剤師の能力を構築するに当
たって関連するツール、ガイドライ
ン、訓練カリキュラムを策定しまし
た。これらの能力構築活動は、機関

に実施されたのはわずか 50%でし
た。NTD 関連の医薬品だけで年間
支出額がおよそ 1億 8300万米ドル
に上るという事実も、持続可能性
の問題をもたらしています。ADP が
訓練を行った職員グループは、次回
MDA キャンペーンが 2016 年 9月に
実施される前に、20 地域でさらに
3000人の医療従事者を訓練する
予定です。

家集団は現在、強固に統合された
効果的な薬剤安全性監視システム
の計画立案、実施および管理をす
ることができます。さらに、ADP は、
消費者が薬物有害反応について直
接報告できるようになる新制度の
構築と実施を支援しています。この
直接報告制度によって、報告件数
の増加と副作用の適時検知が期待
されています。

タンザニアでは、薬物有害反応の
事例が過少報告されており、対処
も十分ではありません。これはお
そらく、医療専門家と消費者の意
識と能力が高くないことが影響し
ていると考えられます。新たに導入
された医療技術の安全性の問題を
監視し、それに対応する保健シス
テムの能力を構築したこれまでの
ADP イニシアティブを受けて、ADP
は中央、地域および施設レベルで

ADP は ま た、ニ ュ ー ジ ー ラ ン
ド の 医 薬 品・医 療 機 器 庁（New
Zealand s Medicines and Medical
Devices Safety Authority）とマレー
シアの国 立 薬 剤 管 理 局（National
Pharmaceutical Control Bureau）へ
の TFDA 職員の派遣を支援するこ
とによって、機関間の学習と交流を
促進してきました。

の構造や繋がり、また、医薬品の数 の安全性監視と薬剤監視に関する
量化、管理、保管、処分におけるコ 能力構築活動の範囲を拡大するた
ストの効率化と効果をあげること めに、タンザニア食品医薬品当局
につながっています。2014 年、MDA （TFDA）と協業してきました。現在
キャンペーンは、全 国 169 地 区の まで ADP は、国 内 20 地 区の 公 立
地理的範囲を 100%カバーしまし および民間医療施設に勤務するお
たが、NTDs のリスクに晒されてい よそ 300人の医療従事者の訓練を
る 4900万人のうち、MDA が 実 際 支援しています。この大規模な専門
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持続可能性を確保するための
優先課題の設定と能力強化の
支援
ADPパートナーは、最 適な影 響と
結果を求めて、プロジェクトの実施
に対して協調的な多分野アプロー
チを確実にするための対策を講じ
てきました。ADP は、これまで 3 年
間にわたって醸成してきたステー
クホルダーの強固なコミットメン
トと当事者意識を基盤として、この
点に関して複数の重要な優先課題
に焦点を当ててきました。1つは、
新規医療技術のアクセスと提供に
影響を及ぼす各部門の能力強化を
図るために総合的アプローチを採
用することです。2 つ目は、地域お
よび世界の機関との協力関係を積
極的に求めることによって、ADP の
実施活動から学習される内容を拡
大するとともに、重点国の域を超
えて影響力を生み出すことです。3
つ目は、GHIT 基金と緊密に連携す
ることによって、薬剤の発見と製

品開発の不可欠な関連性を強め、
新規医療技術のアクセスと提供を
促進するために必要な国レベルの
対策の実施を可能にすることです。

な技術情報、経験および教訓を活
用し、普遍的な適合性と適用可能
性に関する知 識を生 成し、情 報、
アプローチおよびメカニズムのグ
ローバルリポジトリの拡大に貢献
結核、マラリア、NTDs 向けの医 療
してきました。政策指針を提供し、
技 術 の 分 野 でさらなるイノベー
能力を強化し、ベストプラクティス
ションを促進する取り組みが成果
の 実 施に関する戦 略を強 化する
を上げ始めるにつれて、こうした新
ために、様々な知識産物が生成さ
規技術を LMICs の保健システムに
れ、広く提供されてきました。たと
最適な形で確実に導入できるよう
えば、有望な新製品を特定し、それ
にすることが大変重要となってき
らの導入が保健システムや広義の
ます。また、ADPアプローチは、実
政策と規制枠組みにどのような影
験的活動から教訓やベストプラク
響をもたらすのかについてさらに
ティスを得るのを支援することに
理解するために、2020 年までに市
よって LMICs やその他の地域また
場に出ると見込まれる結核、マラ
は世界のステークホルダーに便益
リア、いくつかの NTDs 向けの医薬
をもたらしています。これによって、
品、ワクチン、診断機器の供給経路
ADP の及ぶ範囲が拡大していきま
に関して包括的分析が行われまし
す。
た。
ADP は、重点国から得られた膨大
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国の当事者意識と
分野間協力および
マルチステーク
ホルダー協力
ADPプロジェクトのパートナーは、
プロジェクト実施の進捗状況が重
点国によってばらつきがあると理
解しています。このような進捗状況
は、国のステークホルダーの関与
の度合い、関心、そして政治 情勢
によって大きく左右されるからで
す。この課題に対処するため、ADP
は重点国の各政府機関が負ってい
る委 託事 項と優 先課 題に基づ い
て、ADP 活動の入り口を見出すとい
う戦 略を取っています。ADP 活動
を地域と国の戦略計画と一体化さ
せ、調和させることは、政府の関与
と当事者意識を高める上で重要で
す。ADP は、一貫性のある意思決定
と政策決定の必要性に対する意識
を向上させるため、ADP 活動と全
般的な国の政策目標を結び付け、
多分野間協力という観点から各分
野の政策ステークホルダーを 1つ
にまとめ、結集させることに集中し
て取り組んできました。
たとえば、インドネシアでは、国家
目標である UHCへ の取り組み の
中で、法律と政策の枠組み整備に
加え、医療技術の評価を行うため
の ADP の能力構築 活動に政 府を
関与させる戦略的な機会が提供さ
れてきました。また、ガーナやタン
ザニアでは、アフリカ連合（Africa
Union）と東アフリカ共同体（East
African Community）の地域および
準地域の行動計画のシナジー（相
乗 効果）が、ADP 活動に対 する関
与と当事者意識を推進する上で役
立っています。
ADPプロジェクトの 6 つの道筋を
横断する能力構築活動の実施にお
ける ADP の近年の活動は、ADP 介
入に対してこの数年の間に醸成さ
れた高いレベルでのステークホル
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ダーの関与と国の当事者意識の上
に成り立っています。すべての重点
国のステークホルダーとの関係を
引き続き強化していき、プロジェク
ト実施の勢いを保つことが今後も
重要になっていきます。

南南学習および協力
重点国における ADP のプロジェク
ト実施経験は、南南学習と知識交
換のための重要な情報源となりま
す。ADP は、重 点 国 で 活 動しな が
ら、他の LMICs や地域または世界
のステークホルダーに便益をもた
らす教訓とベストプラクティスを国
内活動から得ることができました。
ADP は、プロジェクトの影響力を
高めるため、ADP のアプローチ、手
段、介入に関して南南学習と知識
交換のためのフォーラムとプラット
フォームを作り上げてきました。ま
た、ADP重点国のステークホルダー
を結び付け、プロジェクト実施の経
験を共有させるため、価格付け、調
達手法、
HTA、
インプリメンテーショ
ン・リサーチといった課題に関する
タイの政策立案者と技術専門家の
経験を活用することに重点を置い
た ADP重点国間の協力体制につい
ての提案もしてきました。

策立案者、技術専門家、学術研究
者、その他のステークホルダーと
パートナーシップを形成し、そうし
た人々の能力を開発するのに成功
しました。また、13 の地域と世界的
組織、ネットワーク、研究所あるい
は技術企業と戦略的・技術的パート
ナーシップを築きました。ADP は、
重点国において HTA アプローチを
実施する能力を構築するため、た
とえば HITAP（タイ）と PRICELESS
（南アフリカ）の多様な技術知見を
活用しています。また、ガーナとイン
ドネシアの大学の間に研究リンク
を設け、これらの大学を保健調査
のための優れた地域センターへと
発展させました。

地域および
世界レベルの
イニシアティブとの
関わり

ADP は、とくに政策の一貫性を重
視した ADPアプローチへの意識を
向上させるため、アフリカ連合委
員会（Africa Union Commission）や
東アフリカ共同体を含む地域およ
び世界レベルの組織との間で戦略
的・技術的なパートナーシップを形
成する一方、アジアでは、国連アジ
多くの LMICs は、共通の問題と医
ア太平洋経済社会委員会（ESCAP：
療に係る優先課題を有しており、ま
Economic and Social Commission
た、医療技術のイノベーション、ア
for Asia and the Pacific）や 南 南
クセスおよび提供のバリューチェー
技 術 協力のための非同盟 運 動セ
ン全体にわたって存在する障害に
ン タ ー（Non-Aligned Movement
対処するため、革新的なアプローチ
Centre for South–South Technical
を採用してきました。ADP は、持続
Cooperation）とパートナーシップを
的な知識交換、ガバナンス構造の
形成してきました。また、ADP は、
形成に関する継続的な能力構築、
保健と産業・貿易政策の関連性お
一貫した政策立案のための戦略的
よびその関連性が医療技術のイノ
介入、および 南南協力と LMICsへ
ベーションとアクセスに及ぼす影
の協調的支援の促進を目的として、
響についての意識と知識を向上さ
公衆衛生に係るイノベーションと
せるため、アジアとアフリカの状況
医療技術へのアクセスに関する地
に焦点を合わせた地域協議を行っ
域と世界の学習ネットワークの機
てきました。この協議の場には、ア
能を高めてきました。ADP は、20 か
ジアの 10 か国とアフリカの 13 か
国以上を代表する 500人以上の政

Credit: Russell Watkins/UK Department for International Development

国 から 150人を 超 える政 府 代 表
が参加しました。一例を挙げると、
インドネシアとタイの薬剤監視専
門家が地域の技術専門家とネット
ワークを形成し、関わりを持つこと
で、持続的な能力構築が促進され
ました。

New Par tnership for Afric a s
Development）」とパートナーを組み
ました。このモデル法は、民間部門
がアフリカの人々に高品質で、安全
で効果がある医薬品と医療技術を
提供するための規制枠組みを整備
するに当たって、アフリカ連合加盟
国に指針を与えるための包括的な
ADP は、アフリカ連合委員会との
枠組みを提供しています。このモデ
継続的な協力関係の一環として、
ル法は、医療技術規制に対する総
「医薬品の規制と調和に関するモ
合的かつ協調的アプローチを推進
デ ル 法（Model Law on Medicines
する上で、また、新規医療技術の導
Regulation and Harmonization）」
入を促進する上で、大変重要な枠
を策定する際、アフリカ連合の技
組みとなります。
術部門である「アフリカ開発のた
めの新パートナーシップ（NEPAD：
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将来を見据えて
ADPパートナーは、将 来を展 望し
て、重点国のガーナ、インドネシア、
タンザニアにおける重要な優先課
題の実現に向けて引き続き取り組
んでいきます。また、ADP は、各重
点国での実施プロセスから得られ
る教訓が他の国・地域へも有効に
応用できるよう、重点国におけるプ
ロジェクト実施プロセスのさらな
る拡大に向けて尽力していきます。
さらに、ADP は、タイを技術パート
ナー国として、その政策立案者と技
術専門家の経験と専門知識を重点
国において最大限に活用できるよ
う努めていきます。
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今 後 数 年 間 の 指 針とすべきアプ
ローチとして、以下が挙げられま
す。

活動を提供することを目指してい
きます。

(2) 南南交流と学習を高めていき
(1) 新規医療技術のアクセスと提 ます。ADP は、重点国の域を超えて
供へ向けた総合的アプローチを実 需要を創造し、影響を及ぼすため
施します。ADP は、とくに SDGs の に、プロジェクト実施プロセスから
枠内で総合的アプローチを実施す 得られる経験と教訓を文書化しよ
ることに重 点を置いていきます。 うと努めていきます。ADP 活動を通
ADP は、介入が根付き、勢いを増し じて生み出された関連知識は、そ
ていることから、様々な活動と介入 の影響力を最大にするために事例
の間の明確な関連付けを促進する 研究、ガイダンス、その他の手段を
ことによって、新規医療技術のアク 通じて広めていきます。
セスと提供のバリューチェーン全体
(3) 製品開発と国家の能力強化の
にわたって持続可能なプロセスを
関連性をさらに強めていきます。結
確立するような連続した能力構築

Credit: Pixabay/Nadj91

核、マラリア、NTDs 向けの医 療 技 は GHIT 基金とのパートナーシップ
術の分野でさらなるイノベーショ を強化し、具体的なアドバイザリー・
ンを促進する取り組みが具体的な サービスを提供していきます。
成果を示し始めていることから、
ADP はどのようにすれば新技術を
最適な形で LMICs の保健システム
に導入できるようになるのかを実
証するため、関連する対策に着手し
ていきます。また、好ましい保健成
果を確保できるよう、薬剤の発見
プロセスと製品開発を適切に関連
付けるとともに、医療技術の効率
的な優先順位付けと提供に関する
国レベルの能力を強化していきま
す。この目標を達成するため、ADP
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