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2021年1月4日 NHKニュース. 『ワクチン 来月下旬までに接種開始へ 新型コロナ
菅首相』https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210104/k10012795741000.html

世界各国でワクチンの確保競争が激化



Gabrielle Debinski and Gabriella Turrisi. 
The Graphic Truth: Untangling COVID 
vaccine logistics. 2020/12/23
https://www.gzeromedia.com/the-
graphic-truth-untangling-covid-
vaccine-logistics



https://www.gavi.org/covax-facility

COVAX 途上国へCOVID-19のワクチンを届けるための枠組み



今日のテーマ

• 国際的な健康問題？

• 国際機関とは？

• 日本の国際協力



高所得国 高位中所得国 低位中所得国 低所得国

死因 死亡率 死因 死亡率 死因 死亡率 死因 死亡率

1位 虚血性心疾患 144.6 虚血性心疾患 133.4 虚血性心疾患 111.8 下気道感染症 84.9

2位 脳卒中 64.7 脳卒中 120.9 脳卒中 68.8 下痢症疾患 57.2

3位
アルツハイマー病、
その他の認知症

60.1 慢性閉塞性肺疾患 50.4 下気道感染症 51.5 脳卒中 49.6

4位
気管・気管支・肺が
ん

49.5 気管・気管支・肺がん 33.3 慢性閉塞性肺疾患 42.7 虚血性心疾患 48.6

5位 慢性閉塞性肺疾患 42.6 下気道感染症 26.5 結核 34.5 HIV/AIDS 47.7

6位 下気道感染症 38.2 糖尿病 20.6 下痢症疾患 30.9 結核 34.5

7位 大腸・直腸がん 27.5 アルツハイマー病、そ
の他の認知症

19.5 糖尿病 24.2 マラリア 34.4

8位 糖尿病 22.6 交通事故 19.5 早産合併症 24.1 早産合併症 32.1

9位 腎疾患 18.1 肝臓がん 18.2 肝硬変 20.3 新生児仮死・出生時損
傷

30.5

10位 乳がん 15.6 胃がん 17.4 交通事故 19.1 交通事故 28.5

所得レベルは世界銀行の分類（2015年度版）による
1人あたりGNI（国民総所得）が、高所得国（high income）は12,476ドル以上、高位中所得国（upper middle income）は4,036ドルから12,475ドル、低位中所得
国（lower middle income）は1,026ドルから4,035ドル、低所得国（low income）は1,025ドル以下

国の所得水準別死因順位（上位10位、全年齢、2015年） WHO



7

顧みられない熱帯病
（Neglected Tropical Diseases）

・2005年にWHOが専門部署を設置

・官民協力して制圧に尽力

・17疾患が定められている。

2015年12月4日 日本経済新聞
「顧みられない熱帯病」10億人 貧困生む病、対策進む
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そもそもなぜ国際機関が必要なのか？

・規模の拡大
1つの組織、研究者で行うだけでは対応できない規模の問題に対応できる。

・共通目標の設定のため
WHOでいうと、各国の厚生大臣は日々の医療をみているので、慢性疾患対策が大事、となる。一

方、外務大臣は開発援助という観点で、エイズ・マラリア・結核に重きを置く。

・利害の調整
途上国の支援という意味では薬価を下げることが重要だが、それによって医薬品企業の利益が減り、

開発が行われなくなっては困る。価格差を補てんするプロジェクトが行われる。

・健康以外の専門職に対するアピール
例えば財務省。WHO推奨の単純なエイズ多剤併用療法は低所得国だと300ドルで買える。その投

資をすれば労働者となって数千ドルを稼ぐ。

参考：中谷比呂樹. 医療と社会 2013; 23(4): 251-272.



WHOと国際保健の歴史

最初の10年（1950年代）戦後復興と急性感染症対策

次の10年（1960年代） 新興独立国の支援

第三の10年（1970年代）疾病撲滅の理想実現（天然痘）

第四の10年（1980年代）社会医学（プライマリケア）

第五の10年（1990年代）援助氷河期 援助アジェンダ造りの葛藤

第六の10年（2000年代）MDG（ミレニアム開発目標）とHIVを先駆けとした
グローバルヘルスの興隆

第七の10年（2010年代）新しい世界地図そしてポスト援助バブル時代のグロ
ーバルヘルスのあり方を模索

出典：中谷比呂樹. 医療と社会 2013; 23(4): 251-272.



HIV/AIDS

感染症法上の分類 5類感染症（全数把握）

病原体 ヒト免疫不全ウイルス
human immunodeficiency virus (HIV)

感染経路 接触感染（性行為感染、血液感染）、母子感染

潜伏期間 数年間～十年間

ウィンドウ期※ 1～3か月

症状：後天性免疫不全症候群 acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) 
を引き起こす。

免疫力が低下し、感染しやすくなる。

カリニ肺炎、カポジ肉腫などはAIDSに特徴的な疾患。

※ ウイルス又は抗原・抗体の量が検出限界を下回っていて、検査で「陽性」となりにくい時期



出典：Kaiser Family Foundation
http://kff.org/global-health-policy/fact-sheet/the-global-hivaids-epidemic/



St. Francis Care Center（南アフリカ共和国ボクスバーグ） https://stfranciscarecentre.co.za/

根本昭雄神父（1931-2008）



国連合同エイズ計画
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS（UNAIDS）

・HIVの新たな感染およびAIDS関連死者を減らす

・国連の11の機関が一体的に活動を進める
国連難民高等弁務官（UNHCR）
国連児童基金（UNICEF）
世界食糧計画（WFP）
国連開発計画（UNDP）
国連人口基金（UNFPA）
国連薬物犯罪事務所（UNODC）
ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関（UN-Women）
国際労働機関（ILO）
国連教育科学文化機関（UNESCO）
世界保健機関（WHO）
世界銀行（World Bank）

出典 国際連合広報センター.  国連合同エイズ計画. https://www.unic.or.jp/info/un/unsystem/other_bodies/unaids/



https://www.unaids.org/en/resources/infographics/90-90-90-treatment-
for-all





ミレニアム開発目標 Millennium Development Goals MDGs
・国連ミレニアム・サミット (2000年、ニューヨーク) で採択
・8つの目標

ゴール1：極度の貧困と飢餓の撲滅
ゴール2：初等教育の完全普及の達成
ゴール3：ジェンダー平等推進と女性の地位向上
ゴール4：乳幼児死亡率の削減
ゴール5：妊産婦の健康の改善
ゴール6：HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止
ゴール7：環境の持続可能性の確保
ゴール8：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進

我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ
Sustainable Development Goals （SDGs）
国連持続可能な開発サミット（2015年9月、ニューヨーク）
150を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として採択された。



公衆衛生関係のODAの例
イラク
・病院の設置
・食糧援助
・上水道整備（取水施設、浄水場、送排水施設等の整備）
・下水道整備（下水処理場の整備）

シリア
・廃棄物処理（一般廃棄物、医療廃棄物の収集体制の整備）
・パレスチナ難民支援
・救急医療整備（救急車、医療器材など）
・上水道整備
・病院の整備
・環境モニタリングの強化



民間企業の国際保健への貢献の例

・エーザイ株式会社
フィラリア症filariasis の特効薬ジエチルカルバマジン（DEC）22億錠をWHO

へ無償提供
スイスのNPO「DNDi」とシャーガス病薬の開発で提携

・住友化学
マラリア対策用の蚊帳 、殺虫剤の開発

・アメリカ・メルク社（Merck & Co.）
オンコセルカ症の 特効薬をWHOへ無償提供（制圧するまで）

・ニプロ、大塚製薬
インドネシアでの結核対策に協力。
大塚製薬は治療薬デラマニドの認可を現地当局に申請、販売を予定。
ニプロは結核感染を１日で診断できる検査キットを供給する。



出典：Murray C, et al. Lancet 2011; 378(9785): 8-
10.

図 資金別の健康関連開発援助額（1990年～2010
年）

IBRD=International Bank for Reconstruction and 
Development.
IDA=International Development Association. 

2009年と2010年はそれまでの実績や予算等からの推
定。

2000年代に伸びているのは二国間援助とGlobal Fund
と民間財団。
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