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はじめに	 
 
発展途上国におけるヘルスケアへのアクセス向上は、持続可能な経済成長に不可欠である。

ヘルスケアへの不十分なアクセスと脆弱な保健インフラは、生産性を低下させ、教育の機

会を減らし、経済成長や活力を妨げかねない。過去 10 年間で、特定の疾病については新
しい手法による資金提供が多くのサクセスストーリーを作り上げてきた。これらは、発展

途上国におけるヘルスケアへのアクセス向上と保健システム強化にも適用･拡大させるこ

とができる。 
 
この目的のため、2008 年の G8 北海道洞爺湖サミットは「グローバル･ヘルスに関する洞
爺湖行動指針」を発表し、そのなかで保健システム強化の重要性を表明した。政府セクタ

ーは G20 の恒常的な議題としてヘルスケアを取り上げることで、さらにその重要性を認識
し、貢献することができるだろう。企業セクターは、財政面での貢献だけでなく、品質管

理のマネジメント・スキル向上のためのトレーニング、パフォーマンスや開発、バリュー

チェーンの改善などで貢献することができる。これらはすべて、発展途上国における保健

システムを大幅に強化する助けとなろう。 
 
	 

背	 景	 
	 
ビジネスにとってのグローバル・ヘルスの重要性  
ヘルスケアへの投資は、社会福祉という意味あいだけでなく、国益のためにも企業セクタ

ーの長期的な目標達成にとっても重要である。発展途上国における疾病負荷は経済成長を

阻害し、また欠勤･休職の増加、生産性の低下、福利厚生等のコストの上昇により、ビジ

ネスにも直接影響を与える。 
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ヘルスケアへの投資を意味のあるものにするには「共同行動」を必要とする。すなわち、
企業セクターは、自社の労働力に対してのみならず、幅広いマルチ・ステークホルダー・

アプローチの一環として、地域を越えてヘルスケア分野のキャパシティ・ビルディングへ

の投資をすることで、最大の貢献ができるだろう。適切な規模の長期に亘る一貫した集中

投資は、発展途上国での経済機会の増加とグローバル・マーケットの拡大につながる。 
 
グローバル・ヘルスの改善は持続可能な開発課題の重要な部分であり、企業と政府による

環境へのコミットメントと並ぶ位置付けをされるべきである。エイズ、結核、マラリアな

どの主要な疾病への対応で顕著な成果が挙げられている一方で、発展途上国での公衆衛生

の持続的な改善は、保健システムを体系的に強化することでしか達成し得ない。保健シス

テム強化への投資には以下のようなものがある。 
 

● 保健医療施設・機器・サービスへの投資――良い医療サービスとは、効果的で安全
かつ良質な人的および非人的保健介入を、リソースの浪費を最小限にしながら、必

要とする人にいつでもどこでも提供できるサービスである。設備や機器に投資する

ことによって、より効率的なサービスが提供でき、より良い効果を生み出すことが

できる。 
 

● 保健医療従事者への投資――有能な保健人材とは、与えられたリソースと状況のも
とで、可能な限り健康改善に寄与できるよう、現場のニーズに応じて公正、効率的

に対処できる人材である。医師、看護師、その助手となる人材への投資（例えば医

学校・医学部や高度なトレーニングへの資金援助など）は、熟練した保健医療従事

者を発展途上国に増やし、ヘルスケア・マネージメントを改善させるだろう。 
 

● 薬剤と医療用品の調達およびサプライ・チェーンへの投資――よく機能している保
健システムであれば、必須医薬品や、品質・安全性・効能・費用対効果が保障され

たワクチン・技術に、人々がアクセスすることができる。さらに、これらが科学的

に正しく費用対効果の高い方法で提供される。調達、供給、備蓄、流通システムに

投資をすることで、サプライ・チェーンにおける漏れや無駄を最小化し、それによ

って希少な医薬品や器具などの効率的な使用を確保できる。 
 

● 保健情報と管理システムへの投資――よく機能している保健情報システムのもとで
は、保健医療を左右する要因、保健システムのパフォーマンスと健康状態などにつ

いて、信頼性が高くタイムリーな情報を生産し、分析し、普及し、使用することが

できる。一般住民や施設単位のデータ管理システムへの投資は、公衆衛生上のリス

クを見つけ、調査・報告し、封じ込めるとともに、教育とモバイル・ヘルス・イニ

シアティブ（情報通信技術を使った遠隔医療の取り組み）を通してキャパシティ・

ビルディングに寄与する。 



 

 4 

 
 

● 財政管理と保健財政への投資――よい保健財政システムが整備されていれば、十分
な資金が調達され、利用した保健サービスの料金支払いのために人々の生活が破綻

したり困窮に陥ることを防ぐことができる。財政管理システムへの投資は資金の効

率的な配分を確実にし、保険会社などの金融機関への投資は、自己負担のために突

然現金支出が必要となるケースを減らすために治療費の前払いを可能にする。 
 

● ガバナンスとリーダーシップへの投資――リーダーシップとガバナンスは戦略的な
政策枠組みの確保、効果的な管理、協調体制の構築、適切な規制とインセンティブ、

システムデザインへの配慮、そして説明責任との共存を伴う。例えば、公共政策教

育機関や公務員の訓練施設などに投資をするなど、制度構築やマネージメントに投

資することで、ヘルスケア関連の政策が効率的かつ効果的に提供できるようになる。 
 

● その地方または土地の事情にあった研究開発への投資――その地にあうヘルスケア
の研究開発は、イノベーションがその土地の住民の社会的、医学的、財政的なニー

ズに効率よく向けられることを確実にし、また、新たなイノベーションのオーナー

シップを推進し、その拡大と導入を後押しする。例えば、持続的な汎アフリカ研究

開発ネットワークへの投資は、とりわけアフリカの人々に影響が不公平に大きく作

用するヘルスケアのニーズに対処する、シンプルで低価格な問題解決方法の発見に

貢献する可能性を持っている。 
 
発展途上国経済の潜在成長力を完全に引き出すために質の高いヘルスケアは不可欠である。

金融危機を受けて明らかになってきているとおり、ここ数年の新興市場は世界経済を推進

する鍵となっており、長期的な GDP 成長の可能性が最も高い。こうしたことから、国際
的な投資家は、長期的な成長戦略にとって最も期待できる市場である途上国でのヘルスケ

アの向上が「ビジネスをする」という環境の改善に直接関係していることを考慮すべきで

ある。 
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エチオピアの保健システム強化  
エチオピアに対する世界エイズ・結核・マラリア対策基金（世界基金）の支援は、

2003 年に支援が承認された当初は、薬剤や医薬品に大半の予算が割かれていた。し
かし、エチオピアの全国医薬品提供サービス（PASS）は十分な機能を持っておらず
対応が遅いため、世界基金からの支払いは予定通り進まなかった。エチオピアの保

健省は、この遅れを一時的なものと放っておくのではなく、PASS を強化するチャ
ンスであると主張し、説得することに成功した。そして、世界基金への申請計画書

には明記されていなかったが、この困難にぶつかったことで、調達と供給管理の改

善を促すソリューションの導入が進んだ。世界基金からの限られた資金は、PASS
の新たな職員の雇用、医薬品、車、コンピューターやオフィス用品に、大変有効に

配分された。この結果、2005 年半ばまでに、必要としている患者を治療するための
薬剤や医薬品が、より確実に末端の保健システムまで届くようになった。 

 
 
グローバル・ヘルスの資金とリソースの課題  
効果的で応用可能なヘルスケア・プログラムに必要な資金は大幅に不足している。「保健

システムのための革新的資金調達に関するハイレベル・タスクフォース」の分析によると、

保健関連 MDGs達成のためには年間 320億ドルの資金が不足しており、その 78%がサハラ
以南アフリカで起きている。発展途上国では、金融危機と健康状態の悪化が関連すること

を示す重大な兆候が示唆されている。例えば、1980 年から 2004 年の間に 10％以上の景気
後退が発生した発展途上国では、死者数が 100万人以上増えていると報告されている。 
 
発展途上国におけるヘルスケア資金不足に対応するため、世界基金や GAVI アライアンス
（ワクチン予防接種世界同盟）などの新たな資金メカニズムへの支援が増加傾向を見せて

いる。これらの組織は、政府、企業セクター、民間財団、国際機関、NGO を含むシビル・
ソサエティのパートナーシップに基づき設立されたもので、2005 年の「援助効果向上に関
するパリ宣言」および 2008 年のアクラ行動計画の原則に合致している。これらの組織は
また、民間企業と共通する基本原則――効率と結果の重視、実績に基づく資金提供、透明

性、監査と説明責任――を取り入れている。 
 
世界基金は 8 年前の発足以来、驚異的な成果を挙げている。2010 年 6 月までに世界基金が
支援したプログラムにより 570 万人の生命が救われ、約 300 万人のエイズ患者と 700 万人
の結核患者が治療を受けられるようになった。さらに、1 億 2400 万張の殺虫剤浸潤蚊帳を
配布することで、マラリアが流行する少なくとも 10 カ国でその発生と犠牲者の数を劇的
に減らした。また、GAVIの支援によるワクチンは 540万人の生命を救っている。 
 
しかしながら、先日の世界基金への追加増資が目標未達だったことが表すとおり、こうし

た新たな資金調達メカニズムでさえもリソースの問題に直面している。2011-2013 年の 3
年間分として世界基金に対して拠出誓約された額は 117 億ドル（そのうち企業セクターか
らは 3100 万ドルのみ）で、世界基金による資金需要予測の最低シナリオであった 130 億
ドルに届かなかった。 
 
グローバル・ヘルスの資金問題に加え、ヘルスケアは重大かつ緊急を要するリソースとキ

ャパシティの問題を抱えている。例えば、サハラ以南アフリカには世界人口の 11％（8 億
2100 万人）が住む一方で、保健医療従事者はたったの 3.5％（91 万 5,000 人）しかいない。
MDGs を達成するための WHO ガイドラインの数字に比べると、おおよそ 170 万人の保健
医療従事者が不足していることになる。このことは、現在のニーズと人口増加に対応する

ためには、たとえ退職者が出ないと仮定しても、2050 年まで毎年 10 万人の保健医療従事
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者を追加する必要があることを示している。だが、現在アフリカには医科大学が約 90 し
かなく、病床数は 1万人に 1.7床しかない。 
 

 
 
このように、新しい資金提供メカニズムによって達成された数々の成功にも関わらず、発

展途上国が必要としているヘルスケアとそれを実現するための費用の間のギャップは大き

いままである。この落差を埋めるためにグローバルなコミットメントが求められている。 
 
 
グローバル・ヘルスに対するビジネスの投資  
民間企業は、直接的な資金援助や、鋭いビジネス・センスと持続可能な開発成果を土台と

した革新的なパートナーシップを通じて、発展途上国におけるヘルスケアへのアクセスを

改善し、疾病がもたらす負荷や死亡、障害を軽減することができる。すなわち、 
 

● 成果重視型で投資価値のある革新的な資金提供メカニズムへ直接資金を投入する。
とりわけ世界基金と GAVIが近年世界銀行と進めている保健システム強化のための
新たな共通プラットフォーム創設の動きは注目に値する。保健分野における革新的

なアイデアを支援し続けながらも、このような試みはより効率的にヘルスケアへの

投資を進める可能性を持っている。保健システムの一層の強化をいくつかの限定さ

れた資金提供メカニズムを通して行うことにより、運営費の無駄を削り、セクター

間や複数の利害関係者間の話し合いをまとめ、企業セクター全体からより広範囲な

貢献を得るための合理化が可能となる。それによってこれらの新規の試みの効率性

への信頼が増し、時間の経過とともにより多くの支持が得られるであろう。 
 

● 企業が事業展開している発展途上国で、一般的な管理能力や品質管理研修を通して
自社のコア・コンピタンス知識を提供することで、現地の保健システムの構築や能

力強化を図る。企業側から提供できる知識としては、サービスに関する研究開発、

ヘルスケア・プロダクトの市場調査、効率的なヘルス情報伝達手法の開発や実施、

効率的で透明な財務管理、調達とサプライチェーン・マネジメント、情報システム、
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プロジェクト管理技術等の例があげられる。 
 
● 発展途上国で保健サービス提供にすでに成果を上げている民間企業や NGO を後押
しする。発展途上国で大きな効果をあげられる機会は多々ある。特に企業セクター

は、保健医療人材の提供や育成、設備管理、サービスや物品の供給を求めやすい価

格で提供できる。そして企業セクターは、より自由に新しい方式を採用したり、成

功例を拡大させ、さらなる投資をすることも可能である。 
 

- ケニア等いくつかのアフリカ諸国では医療専門家が常駐する小規模なクリニック
を民間企業が運営している。診察室があり、基本的な医薬品を常備し簡単な検査

機能も兼ね備えている。通常都心部にあり、設備、医薬品ともに整備され、患者

の待ち時間も最低限に抑えられている。このようなモデルは全国的には必ずしも

普及していないが、その可能性はかなり有望とされている。 
 

- タンザニアでは地元の蚊帳製造会社AtoZ社（A to Z Textile Manufacturers）と日本
の住友化学のジョイント・ベンチャーでベクターヘルス・インターナショナル社

（Vector Health International）が設立され、5年間は効果が持続するマラリア防除用
の長期残効型殺虫剤浸潤蚊帳を生産している（通常蚊帳の効果持続は6カ月）。住
友化学からの技術移転により効率的な生産方法を導入できたため、蚊帳1張の生産
コストが2010年には7ドルから5ドルに引き下げられ、マラリア予防に必要な蚊帳
がより多く配布可能となった。生産量も年間2900万張に拡大し、現在ベクターヘ
ルス・インターナショナル社はアフリカでも有数の雇用主の一つとなっている。 

 
● より革新的で効率的な医薬品や保健サービスの提供に向けて政府セクターや非営利
セクターとの協力を推進する。これまでの 20 年間、保健分野における官民連携は、
相互の比較優位を生かして成果を上げる手段であることが実証されてきた。 

 
● 企業セクターが官民連携に貢献できる 5つの方法： 

- 官民連携の範囲を拡大し、そのインパクトの波及をはかる 
□ パートナーのビジネス行動を改良する 
□ より幅広く企業セクターの行動の変化の触媒となる 

- 官民連携のリソースを伸ばす 
□ 資金または現物支給による貢献・寄付をする 

- 官民連携のガバナンスや管理能力を強化する 
□ ガバナンスや管理能力を強化する手助けとなる専門性や規律を提供する 

- 説得力のある新たな意見を追加する 
□ 新しい視点や考え方を導入する 
□ 官民連携のミッションや行動に向けた認知度と信頼性を付加する 

- 組織力を提供する 
□ 官民連携の事業を支持する組織的な能力や技能を発揮 

 
	 

提	 言	 
 
G20ビジネス・サミットにおけるグローバル・ヘルス協調行動への呼びかけ  
G20ビジネス・サミットは、発展途上国におけるヘルスケアに対する企業セクターの取り
組みの軌道を変え、ヘルスケアへのアクセスを改善するための重要な一歩を踏み出すまた

とない機会である。そのために、我々は各ステークホルダーに次のように提言する。 
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1. 企業セクターへの提言  

● G20 ビジネス・サミット参加企業が、資金ないし自社のコア・コンピタンスを活用
した自発的な投資を行うことを奨励する。そして、その投資を効果的なものにする

ためには少なくとも 3年間継続することが重要である。これにより、さらに広範な
企業がヘルス分野への投資を増やすきっかけになるだろう。資金の提供先としては

世界基金あるいは GAVIを提案する。最低でも年間 100万ドルを 3年間、さらに実
績指標が達成される場合には継続的にそれ以上の長期（たとえば 10 年間）にわた
って誓約するよう奨励する。 

 
● コア・コンピタンスを活用した投資は、各社の規模や活動する国・地域に応じて行
うことを薦める。それぞれに適応した内容、期間、インパクトへの考慮がなされる

ことで持続可能性が高まるだろう。さらに G20 からも支持されているマルチセク
ターのイニシアティブを提案する。そこでは、投資の価値、透明性、アカウンタビ

リティ、持続性を評価し、かつどの程度パリ宣言の原則に合致しているかを精査す

ることによって、コア・コンピタンスを活用した投資の援助効果を高めることがで

きる組織を見出すことができる。 
 

2．政府セクターへの提言  
● 政府として、健康が経済成長に与える影響を認識することを求め、グローバル・ヘ
ルスを G20サミットの恒常的な議題として取り上げるよう提案する。 

 
● 先進国、途上国ともに公衆衛生により多くの国家予算を割り当てることが必要であ
ることを強調する。特に発展途上国は、アフリカ各国首脳が 2001 年のアブジャ宣
言で推奨しているようにそれぞれの国家予算の 15％を公衆衛生に充当することを
提唱する。G20 の各国政府がグローバル・ヘルスへの投資を拡大し、調整するよう
提言する。 

 
3．官民パートナーシップへの提言  

● 産業界としては、世界基金や GAVIのような特定疾病支援を目的とする革新的な資
金提供機関が、広範な保健システム強化をも含むようその目的を拡大する努力や現

在なされている議論を奨励する。また、国連が最近打ち出した「女性と子どもの健

康の実現に向けたグローバル戦略」は、政府や企業の力強い支持を得るに値するも

のである。しかし新規の資金メカニズムを創設するのではなく、既存の組織をとお

して資金援助することを推奨する。 
 
 

結	 論	 
 
保健システム強化に的を絞った投資は、発展途上国におけるヘルスケアへのアクセス向上

に不可欠である。政府、企業、そしてシビル・ソサエティにはそれぞれの役割があり、セ

クター間のパートナーシップは、それぞれの利点を活かして相乗効果を生む可能性を秘め

ている。我々は、G20の各国政府やその他の先進国、発展途上国政府がヘルスケアの重要
性を強く認識することを推奨し、また、企業が資金的またはコア・コンピタンスを活用し

て保健に投資をすることを奨励する。発展途上国におけるヘルスケアへのアクセス向上は

緊急を要する課題であり、その解決にはすべてのステークホルダーが協調し努力し続ける

必要がある。 
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本提言の和訳版は、（財）日本国際交流センターが「グローバル・ヘルスと人間の安全保障プログラム」および「世界

基金支援日本委員会」の活動の一環として、議長企業である武田薬品およびアングロ・アメリカンの了解を得て日本国

内での周知のために作成したものです。	 翻訳上の食い違いがある場合は、英語原版の内容を正当とします。 


