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 仮訳  
日米グローバルヘルス協力対話 

 

2017年 3月 7日 | ワシントン DC 
 

概要 
トランプ大統領と安倍総理大臣の政権下、今こそ日米両国が国際保健分野での協力を深

化させ、日米同盟の柱とすべきだ――これは2017年3月にワシントンDCで行われたハイ
レベル対話に参加した両国の政府関係者や有識者の合意であった。予測されたことでは

あったが、対話では、最初に日本側から、新政権の予算削減案がもたらす影響について

の強い不安と国際保健において米国が引き続きリーダーシップを取ることへの期待が述

べられた。しかし議論が進むにつれ、両国が長年実施してきた、しかしながらこれまで

余り脚光を浴びることのなかった保健関連の日米協力事業の継続が重要であることや、

トランプ新政権の発足は、これまでの諸事業を連携させ拡大していく国際保健の二国間

協力イニシアティブを検討する希有な機会であるとの議論に移っていった。 

本対話では、 日米両国の関心が合致する 5つの課題分野が特定された。1）グローバル
な健康安全保障、2）脆弱な国々の保健システム強化のための協働、3）感染症対策での
協力、4）イノベーションと研究開発（R&D）、5）高齢化社会の課題、が国際保健に
おける日米協力を拡大するにあたっての核となると合意された。 

 

日米パートナーシップの可能性と課題 

日本と米国は近年ともに国際保健分野を牽引し、途上国の人々の健康の向上に貢献して

きた。それは、道徳的に正しいことであるのみならず、それらの社会の安定と発展につ

ながり、日米両国の国益をも守ることができるからである。両国は時には単独で、時に

は歩調を合わせて多くを達成してきた。 

しかし、本対話は大いなる変革と不安の中で開催された。2015年のエボラ危機によっ
て露見した国際的システムの不備は参加者の記憶に新しく、国際社会の脆弱さと国際保

日米グローバルヘルス協力対話について 

国際保健におけるパートナーシップ強化に関する日米対話の第一回は 2017年 3月 7
日に日本国際交流センター（JCIE）が主催、国連財団本部にて行われた。同会議に
は 34名の日米両国の 9つの政府機関の幹部と政策機関や市民社会の専門家などが
参加。武見敬三氏（参議院議員）とマイケル・ライシュ氏（ハーバード大学 THチ
ャン公衆衛生大学院教授）が共同議長を務めた。 
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健における国際協力の重要性が強調された。一方、米国と国際保健の主要機関——―世界

保健機構（WHO）と世界エイズ・結核・マラリア対策基金（略称「グローバルファン
ド」）——―でのリーダーシップの交代は、対話に不安の影を落とした。特に米国では従

来のやり方を覆すことを公約に掲げた新大統領を迎えたことによって、国際保健分野か

らの米国の撤退や米国の政策転換の可能性についての懸念が示された。 

このような懸念は一方で、日米両国にとってこの過渡期は好機でもあるという認識によ

って緩和された。参加者の中には、最近のトランプ大統領と安倍総理大臣の間の良好な

関係は、国際保健のような主要な課題分野においてさらに強固な二国間協力を検討する

絶好の機会であるとの指摘もあった。さらには、日米の友好関係は、両国に共通する国

際保健の優先課題に基づいた新しい二国間協力の枠組みを発足させる機会であるという

意見もあった。 

当然ながら、日米の優先課題は時には乖離することもある。たとえば、日本はユニバー

サル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の推進に深くコミットしているが、トランプ政権
にとって UHCは優先課題とはならないであろう。しかし、両国はほとんどの政策課題
については歩調を合わせているという指摘があった。それは二国間援助、グローバルフ

ァンドへの支援、G7の議題などに反映されている。 このような協調は、さらに二国間
協力を深めるための基盤となり、また正当性を与えるものでもある。 

また、参加者の多くが、新しい日米間の協力は既存の協力関係を発展させるものである

べきと述べた。既存の体制には例えば規制当局の国際調和、 米国の国務省・国際開発
庁（USAID）と外務省・国際協力機構（JICA）間での現場での協力や、 米国の国立衛
生研究所（NIH）と日本医療研究開発機構（AMED）の共同研究やそのほか数多くの事
業がある。日本側からは、パートナーシップが効果的に機能するためには、それぞれの

機関が十分な予算を確保することが重要であるという指摘もあった。 

 

国際保健の日米協力において優先される 5つの課題分野 

本対話では、日米両国の関心と知見が合致する 5つの課題分野が特定された。参加者
は、これらの分野で国際保健における二国間協力が一層強固になりうると指摘した。 

1）健康安全保障の強化と組織化に向けた協働 

エボラ出血熱の流行は、公衆衛生上の緊急事態に対処するグローバルな政策枠組みの課

題を浮き彫りにした。その後、緊急事態に際し、十分な資金が迅速に確保され、国際社

会がタイムリーに対応するためのメカニズムが設立された。その多くは、2016年の G7
伊勢志摩サミットに合わせて誕生した。日米両国がこのモメンタムを継続させ、世界が

次のパンデミックに適切に対応するため、本対話では具体的な優先課題が挙げられた。 

x 日米両国は既に「世界保健安全保障アジェンダ（GHSA）」の枠組みの中で合同
外部評価（JEE）を推進しており、引き続き GHSAのモメンタムを継続させるた
めの資金を確保すべきである。 
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x 2015年にWHOの「緊急対応基金（CEF）」、2016年に世界銀行の「パンデミ
ック緊急ファシリティ（PEF）」が設立された。世界銀行と WHOの主要ドナー
として日米両国はこれらの基金が十分な資金を確保し、効果的に効率よく運用さ

れるために協働することが望まれる。 

x 並行して、大規模な保健緊急事態に際し WHOと国連人道問題調整事務所
（OCHA）との間の連携を標準化（Standard of Operation）する作業も進んでい
る。日米両国は二つの機関の連携が進むよう、協調して両機関への働きかけを維

持すべきであろう。 

x 今後さらなる協働が可能と考えられる分野として、公衆衛生上の緊急事態へ軍

隊・自衛隊の派遣がある。エボラ流行における米軍の経験と知見は、日本の自衛

隊の将来的な派遣の議論に寄与しうるかもしれない。米軍と自衛隊の緊密な関係

は、そのような事態に際して重要な要素となりうる。 

2） 緊急事態への備えとしての脆弱な国々の保健システム強化 

強靭な保健システムを備える国は、緊急パンデミックの拡大に歯止めをかけることがで

きる。そのため日米両国が、保健データの収集や十分なサーベイランス、保健人材の育

成などの分野で途上国を支援することは、緊急事態への備えとして役立つだろう。途上

国自身が自国の保健システム強化のために資金を投じることは必要であるが、最も脆弱

な国々が緊急事態への備えを強化するための日米からの二国間援助は、依然として不可

欠である。参加者からは以下の具体的な分野が提案された。 

x 両国の二国間援助は、その主目的が別にあっても何らかの形で保健システム強化

に資することができる。たとえば、米国の大統領エイズ救済緊急計画

（PEPFAR）や大統領マラリア・イニシアティブ（PMI）などは、感染症対策を
目的とした事業の実施が保健システムの諸要素の強化にもつながっており、また

日本の UHC支援事業も同じく保健シテム強化に貢献している。したがって、現
場における二国間事業の調整、特に感染症のサーベイランスの研修などの技術協

力や保健人材育成の分野で密な協調があることが望ましい。 

x 過去には、 USAIDと JICAによる共同のニーズ・アセスメントが行われ、その
後の国際保健分野のプロジェクトでの協働の基礎となったが、現在は終了してい

る。同様の事業再開の検討が望まれる。 

x 世銀、WHO、JICAは、アフリカとアジアの 10カ国で保健システムを強化し保
健サービスの普及を推進することを目的としたユニークなパートナーシップを発

足させた。WHOが専門的な技術支援を行い、世銀が国際開発協会（IDA）を通
じて資金を提供、JICAが受け入れ国政府の能力開発を支援する。日本は、米国
が疾病予防管理センター（CDC）など専門性の高い機関などを通じて、受け入
れ国の支援にともに貢献することを期待している。 

3）感染症対策の推進 

日米両国は感染症と闘うことを共通の目的として掲げている。米国は PEPFAR、グロー
バルファンド、Gaviワクチンアライアンス などのイニシアティブを通じて、 グローバ
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ルな感染症との闘いを牽引してきた。一方日本はこれまでグローバルファンドへの支援

において多大な役割を担っており、Gaviへの拠出も増やしてきた。対話の参加者は、
これらのイニシアティブへの支援が両国の優先事項であることを確認し、以下の意見が

共有された。 

x グローバルファンドは両国にとって最優先事項である。日米両国は、従来の国際

機関とは異なる官民パートナーシップというグローバルファンドのモデルの成功

に貢献している。昨年の増資会議において日本が誓約額を増やしたことは、米国

のリーダーシップが日本の拠出を引き出しやすくしていることを示している。 

x 日米両国は、グローバルファンドが対象とする疾病を拡大することなく戦略的に

焦点を絞った目的を維持するように促すべきである。近年グローバルファンド

は、自らの投資が受け入れ国の保健システム強化にもつながるよう努めるように

なってきている。同ファンドの支援の三割以上が、三大感染症対策の文脈の中で

保健システム強化に投資されていると分析されている。この進展は重要であり引

き続き維持されるべきであろう。ただし、現時点では、グローバルファンドがよ

り広い範囲での健康改善を目指すことは望ましくない。 

x 日米両国は、それぞれが支援するプログラムが、将来受け入れ国が自己財源で運

営することを可能にするために、保健財政の面でもより効果的に協働するべきで

ある。 

4）国際保健対策を後押しする研究開発（R&D）とイノベーションの推進 

日米はともに、それぞれが有する公的な研究機関と産業界の力によって医療イノベーシ

ョンにおけるリーダーとなっている。現在の政治環境に鑑みると、イノベーションは米

国にとって特に関心の持たれる分野であるとともに、日本にとっても魅力的な分野であ

る。両国が協力してイノベーションを推進できる分野には以下が含まれる。 

x 日米両国は、検査薬、治療薬やワクチンなどの新しい医療技術の R&Dを進める
ことができる。 

x 参加者からは、特に感染症流行対策イノベーション連合（CEPI）への協調支援
は必要であるとの指摘があった。また、両国が協力して薬剤耐性（AMR）に関
する研究開発を推進することで重要な貢献ができる。 

x 日米両国は、医薬品の開発と流通のための新しいモデルとして、産業界の力をよ

り一層取り込む新しい官民パートナーシップを推進させることができる。日本発

のグローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）はその成功例の一つであろう。
同様に、ダウ・ケミカルなどの米企業と住友化学などの日本企業、USAIDなど
の政府機関が参画している IVCC（「革新的なベクター・コントロール・コンソ
ーシアム」）も好事例であろう。これらの既存のイニシアティブへの支援を維持

すると同時に、日米両国の強みを生かす新しいパートナーシップの検討も重要で

ある。 

x 両国とも、知的財産権保護の強化、規制の調和、研究開発のための新たな資金の

確保によりイノベーションを促すことができる。 
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x 日米両国は、研修や技術支援を通じて途上国における R&Dの能力向上を支援
し、次の緊急事態に備えることに資することができる。 

 
5）日米の高齢化対策の教訓を応用 

多くの途上国で高齢化が進むと、非感染性疾患、介護人材の不足や保健システムへの負

荷など新しい様々な課題に直面する。途上国が今後とりくむことになるであろう高齢化

問題において、日米両国が協力できる具体的な方策として以下が指摘された。 

x 両国はそれぞれの経験と知見を他国と共有することができる。例えば、日本は最

近、アジアの高齢化分野での二国間および地域協力を目的とした「アジア健康構

想（AHWIN）」を立ち上げた。このイニシアティブを通じて日本は、アジア諸
国で高齢者が十分な介護を受けられるよう技術支援を行い、高齢化に対応する革

新的な技術やアプローチの普及を行う。米国も同様に、自国の専門知識や経験を

多国間協力や日米協力の枠組みの中で提供することができよう。 

x 日米両国はともに、途上国が高齢化のインパクトを緩和できるよう技術革新を推

進することができる。そのような技術の開発は、保健セクターに限らず、交通、

通信など高齢化社会に関連する他分野も含まれる。 

x 両国は、高齢化に直接関連するバイオ医療、特に認知症、脳の老化、ゲノムなど

の分野で共同研究を発展させることが望まれる。 

 

協力のためのフォーラムや枠組み 

日米両国はいくつかの異なる枠組みの中で並行して、上記 5つの分野での協働を進める
ことが望ましい。 

国際的なフォーラム 
日米両国は、G7、G20やアジア太平洋経済協力（APEC）の主要メンバーであり、
これらのフォーラムで緊密に協調することで国際保健のゴールに近づくことができ

るであろう。 

開発と保健の国際機関 
両国は、グローバルヘルスに携わる主要な国際機関においてリーダーシップをとる

立場にあり、戦略的に協調することで共通の関心を推進できる。両国は WHOの新
しい事務局長とともに、エボラ危機後の WHOに必要な改革を進めることができる
であろう。同様に、世銀では PEFの設立や IDAの支援する政策分野に国際保健や緊
急パンデミックへの備えも含まれるようになったが、世銀の主要拠出国として日米

両国はこのような変革をさらに強固にしていくことができる。また、両国は新しい

事務局長が率いることになるグローバルファンドへの支援を維持し、その運営が効

果的であるように協力することが重要である。さらには、日米両国は協力して、中

国、ブラジル、インドなどの新興国が WHO、世銀などの国際保健関連機関への拠
出を増やすよう働きかけるべきとの指摘もあった。 
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二国間協力  
世界の主要なドナーである日米両国は、それぞれの二国間援助を効果的に協調さ

せ、両方に利益がある場合には現場で共同事業を展開することで得るものは大き

い。それは、 両国の開発援助機関や外務省／国務省間の協力の長い伝統の上に発展
させることができよう。その伝統は、1990年代の「日米コモンアジェンダ」に始ま
り、オバマ政権下の「日米開発対話」まで形を変えて続いている。両国には、各研

究機関や保健機関、民間財団や非営利団体などの間で展開している二国間の協力事

業の蓄積もある。  
 

より強固な日米パートナーシップを目指して 
対話の参加者の間には、この大事な時期に、両国がより緊密にグローバルヘルスの分野

で協力することが重要であるという明確な合意があった。上記の 5つの共通の優先課題
に取り組む ことで、お互いのコミットメントを補強しあい、両国のこの分野への投資
を最大限に生かし、脆弱な国々が将来、国境を超えて影響を及ぼす公衆衛生上の危機へ

適切に対応することができる。 

参加者からは、トランプ大統領と安倍総理大臣がグローバルヘルス協力に特化した初の

二国間イニシアティブの立ち上げを検討することが提案された。二人の緊密な関係が、

既存の共同事業を拡大しさらに新しい協力体制を築く基盤となるであろう。そのような

イニシアティブは、自国民のみならず世界の人々の健康安全保障を高める上で、日米両

国の力強いリーダーシップを示すことになるであろう。 
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付録資料 
 

国際保健分野に関連する日米協力イニシアティブの事例 
 
＜開発分野＞ 
 
1）国際保健に関わる日米開発協力イニシアティブのこれまでの事例 
米国：USAIDと国務省 
日本：JICAと外務省 

x 日米コモン・アジェンダ（1993-2001年） 
x 保健分野における日米パートナーシップ（2002-2009年） 
x 日米開発対話（2013-2016年） 

 
＜研究分野＞ 
 
2）日米医学協力計画（CMSP） 
米国：NIH、国務省など 
日本：AMED、外務省、厚労省、文科省など 

日米医学協力計画は、1965年に佐藤総理大臣と米国ジョンソン大統領の共同声明に基
づき、アジア地域にまん延している疾病に関し日米両国が共同で研究を行うため発足し

た。現在、結核、コレラ、エイズ、ウイルス性疾患、寄生虫疾患、栄養・代謝等の十の

専門部会を設置し、それぞれの専門部会において取り組むべき課題について日米共同で

ガイドラインを策定し、これに基づき両国において研究を行っている。 

3）日米科学技術協力合同高級委員会(JHLC) 
米国：国務省、国防省、NIH、国立科学財団など 
日本：外務省、文科省、厚労省など  

1988年に日米科学技術協力協定が合意されて以来、JHLCは科学技術に関する意見交換
と将来の共同研究課題を策定するための定期的な会合の場を提供している。両国からい

くつもの機関が参加し、課題は多岐にわたり保健関連の研究も含まれる。 

4）日米 安全・安心な社会に資する科学技術協力の枠組み 
米国：NIH国立アレルギー・感染症研究所、国土安全保障省など 
日本：文科省など 

5）日本学術振興会国際共同研究教育パートナーシッププログラム（PIRE） 
米国：国立科学財団（NSF）、NIH、NASなど 
日本：日本学術振興会（JSPS） 

JSPS と NSFとの合意により、両国の研究者に国際共同研究の機会を提供することを目
的として、研究費を提供している。 
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6）日本学術振興会（JSPS）―米国国立衛生研究所（NIH）研究者派遣事業 
米国：NIH、NASなど 
日本：JSPS 

JSPSは共同研究のために NIHとフォガティー国際研究所への二つの派遣事業を実施し
ている。ひとつは日本の研究者のもとで米国人研究者が共同研究を行うもので、もうひ

とつは日本人のバイオ医療や行動科学の研究者が NIHに派遣され研究を行うというも
のである。 
 
＜規制国際調和＞  
 
7）国際的なフォーラムでの二国間協力と協議  
米国：FDAなど 
日本：医薬品医療機器総合機構（PMDA） 

両国の規制当局と産業界は以下のような国際的なフォーラムにおいて国際調和を促進す

るために協議を行っている。 
x 薬事規制当局国際連携組織（ICMRA） 
x 国際医療機器規制当局フォーラム（IMDRF） 
x 医薬品規制調和国際会議（ICH） 
x WHO薬物規制当局の国際会議（IDCRAs） 

 
8）日米医療機器 HBD（Harmonization By Doing） 
米国：FDAなど 
日本：厚労省、PMDA、日本医療機器協会など 

HBDは、心血管系の医療機器の承認審査の日米の規制の整合化を図ることを目的に、
2003年 12月に開始された活動で、日米両国の産・官・学が共同して行う活動の場であ
る。この経験は国際保健の分野にも適用できるかもしれない。 
  
＜非政府／民間セクター＞ 
 
9）ハーバード大学公衆衛生大学院における武見国際保健プログラム 
武見国際保健プログラムは、1983年に長年日本医師会会長を務めた武見太郎とハーバ
ード大学公衆衛生大学院のハワード・ハイアット院長の発案で日本の私的な寄付によっ

て設置され、毎年、世界各国より 10名程度の中堅の医療従事者・研究者が選ばれて国
際保健に関する研究活動を行っている。これまで、50か国以上から 250人以上の武見
フェローが参加している。 

10）マンスフィールド・PhRMA研究者プログラム 
モーリーン・アンド・マイク・マンスフィールド財団は、この交流プログラムを通じ

て、医薬品開発に携わる日本の若手研究者 8名を米国に短期間派遣している。 
 
 


