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海外企業の「国際公共調達」活用事例に学ぶ :
医薬品 /ワクチン /体外診断用医薬品 /医療機器

医療製品のアクセス＆デリバリーは、NCGM 国際医療協力局の活動重点テーマの一つです。ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）達成に向け、質の
高い医療技術と医療製品を低中所得国に合うかたちで住民に届け、健康向上につなげる活動に取り組んでいます。そのアプローチとして、7 つの過程（1. 現
状分析、2. 開発 / 設計、3. 認証 / 登録、4. 選定 / 優先づけ、5. 国際公共調達、6. 流通 / 保管、7. 保健医療サービス提供）を包括的に支援しています。
医療製品とは、本誌では医薬品、ワクチン、体外診断用医薬品、医療機器、関連消耗品等の総称としています。

【監修】国立国際医療研究センター 国際医療協力局　清水栄一　西岡智子　江上由里子　蜂矢正彦
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国際公共調達を活用した医療製品の国際展開
海外企業 8 社の事例に学ぶ戦略

国際展開につながる国際公共調達

　世界中の多くの企業が製品やサービスの国際展開を進
めるために、各国政府や国連・国際機関などの公共機関・
団体による「国際公共調達」を活用しています。国際公
共調達は、ニーズのある国への製品・サービスの供給機
会につながり、特に低中所得国の市場へのアプローチと
して重要な要素となっています。
　医療分野の国連調達の市場規模は大きく、2020 年の
全セクターの取引実績 223 億ドルのうちの 54.1 億ドル

（約 24％）を占めています。カテゴリー別では、「医薬品・
ワクチン」が 56%（30.4 億ドル）、「医療機器」が 41%（22.3
億ドル）、「ヘルスケアサービス」が 3%（1.5 億ドル）となっ
ています。国連機関別で見ると、UNICEF が全体の 51%

（27 億ドル）を占め、PAHO の 14%（8.1 億ドル）、WHO
の 11%（5.7 億ドル）が続きます。
　このような市場で調達実績のある主要企業には、米国、
英国、オランダ、フランスなどの欧米企業が名を連ねて
います。近年では、欧米の企業に加えて、インド、中国、
韓国など、各国政府の後押しを受けた企業の参入も増え
ています。

ヘルスケアサービス
医療機器
医薬品・ワクチン
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企業国籍 企業名 調達金額
（億ドル） 主な供給製品

医薬品、ワクチン分野

1 英国 グラクソ・
スミスクライン 19.4 ワクチン（ロタウイルス、

HPV、ポリオなど）

2 米国 ファイザー 14.9 ワクチン（肺炎球菌、
髄膜炎菌）

3 インド インド血清研究所 14.3 ワクチン（破傷⾵、肝炎、
肺炎球菌、⿇疹など）

4 フランス サノフィパスツール 6.8 ワクチン（インフルエンザ、
ポリオ、⻩熱病など）

5 米国 ヴィアトリス
（旧マイラン） 2.7 抗 HIV 薬、抗マラリア薬

医療機器・ラボ機器分野

1 米国 セフィエド 2.58 診断薬、ラボ機器

2 オランダ メディカル・エキス
ポートグループ 2.18 フェイスシールド、

マスク、防護服

3 フランス ニュトリセット 2.17 栄養⾷品

4 中国 チャイナメヘコ 1.57 マスク、防護メガネ

5 オーストリア アメックス・エキス
ポート・インポート 1.53 医療消耗品、ラボ機器

出典：UNOPS (2021). 2020 Annual Statistical Report on UN Procurement

出典：UNOPS (2021). 2020 Annual Statistical Report on UN Procurement

　一方、日本企業による国際公共調達の参入は、各国政
府や保健省による直接調達と、ドナー国としての日本政
府による調達が主流となっており、国連・国際機関を通
じた調達の活用はまだあまり進んでいないのが現状です。
日本の年間の国連調達実績は、全セクターの合計で 1.5
億ドルほどに留まっています。なかでも医療は主要分野
ですが、調達規模が拡大傾向にありながら日本のシェア
は 0.5% となっています。品質の良い医療製品を提供でき
る日本企業にとっては、国際公共調達の活用を増やすこ
とで、グローバルな販路の拡大と企業価値の向上につな
がるといったメリットが期待でき、日本政府も参入を目指
す企業を支援するさまざまな施策を打ち出しています。
　そこで本誌では令和 3 年度に野村総合研究所が実施し
た調査の報告書（詳細は P.12「参考文献」）をもとに、国
際公共調達を活用している海外企業 8 社の事例から、そ
の目的や持続可能な国際展開につながる戦略などを紹介
します。医療製品が調達に至り、各国の医療現場で継続
的かつ適切に利用されるようになれば、より多くの人々
の健康向上につながります。海外企業 8 社の事例からは、
そうした国際展開を目指す日本企業に役立つヒントが見
つかるでしょう。
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カテゴリー 企業（国） 事業内容 国際公共調達で
供給する主要商品

国際公共調達における
主要な対象国

主要
調達機関

医薬品 ノバルティス
（スイス）

先発医薬品事業（特許を取得した医薬
品）、ジェネリック医薬品事業を展開。
先発医薬品事業の部⾨には、がん及び
造血系疾患を扱う「オンコロジー部⾨」
と⼼血管・腎臓、⽪膚、眼科、神経、
呼吸器系疾患を扱う「医薬品部⾨」が
ある。

抗マラリア薬
抗結核薬

【地域】アフリカ、
東南アジア

【国】
スーダン、フィリピン
インドネシアなど

IDA
GDF
UNICEF
UNOPS
WHO

ヴィアトリス
（米国）

ジェネリック医薬品を中⼼に開発、製
造、販売事業を展開。事業は 2 種類あり、
ジェネリック部⾨とスペシャリティ部⾨
に分かれる。
前者はジェネリック医薬品の製造と販
売、後者はスペシャリティ医薬品の製
造と販売を展開。

抗 HIV 薬
抗マラリア薬
抗結核薬

【地域】アフリカ、
東南アジア

UNDP
UNOPS
PFSCM
政府機関

ワクチン ファイザー
（米国）

医薬品（ワクチン含む）、コンシューマー
ヘルスケア商品の研究、開発、製造、
販売事業（バイオシミラーや無菌注射
剤の病院向けの販売事業は事業部⾨を
設けている）。
ワクチン事業では肺炎球菌ワクチンや
髄膜炎ワクチンを取扱う。

肺炎球菌ワクチン
髄膜炎菌結合型ワク
チン
COVID-19 ワクチン

【地域】アフリカ、南米、
ヨーロッパ

【国】Gavi 対象国、
アルバニア、セーシェル、
ニカラグア、レバノン、
インドなど

UNICEF
Gavi

グラクソ・
スミスクライン
（英国）

医療⽤医薬品およびワクチン、コン
シューマーヘルスケア商品の研究、開
発、製造、販売事業を展開。
ワクチン事業では肺炎球菌やロタウイ
ルス、HPV、A・B 型肝炎、ジフテリア、
破傷⾵、百⽇咳、⿇しん、おたふくか
ぜ、⾵疹、ポリオ、腸チフス、インフ
ルエンザ、細菌性髄膜炎などのワクチ
ンを取扱う。

肺炎球菌
ロタウイルス
HPV
⿇しん（はしか）

【地域】アフリカ、
ヨーロッパ

【国】Gavi 対象国、
ナミビア、パレスチナ、
エスワティニ、
アルバニアなど

UNICEF

診断薬 セフィエド
（米国）

分⼦診断機器を提供する企業で、統合
された診断システムの開発、製造、販
売を⾏う。従来の核酸検査（DNA、ま
たは RNA の特定の配列の検査） の⾃動
化を専⾨としており、感染症、⽣殖、
ウイルス、腫瘍学など複数の分野で展
開している。

GeneXpert システム
（分析装置）、

結核・HIV・B 型肝炎・
C 型肝炎のテスト
カートリッジ

【地域】アフリカ
（主にサブサハラ地域や

南アフリカ）、
アジア（インドなど）、
⻄ヨーロッパ、中東、
南米

UNOPS
GDF
政府機関

アボット
（米国）

多様なヘルスケア製品の開発、製造、
販売を⾏う。
事業は医薬品、診断装置、栄養製品、
医療機器の 4 つのセグメントで展開し
ている。

HIV 診断薬、
マラリア診断薬、
結核診断薬

【地域】アフリカ、
アジア

【国】南アフリカ、
マラウイ、カメルーン、
コンゴ⺠主共和国、
スーダン、カンボジア、
ミャンマー

PFSCM
UNICEF
政府機関

医療機器 デルフト・
イメージング
（オランダ）

診断機器やソフトウェアの製造・販売。
Delft Light、
CAD4TB ソフトウェア

（結核⽤画像診断ソ
フトウェア）、
モバイルクリニック

【国】ガーナ、
バングラデシュ、
コンゴ⺠主共和国、
ナイジェリア、
フィリピン、ベトナム、
タジキスタン、ケニア

UNOPS
IDA
PATH
UNDP
政府機関

シーメンス・
ヘルシニアーズ
（ドイツ）

医療機器の開発、製造、販売を実施。
CT、MRI、X 線撮影装置、超⾳波装置、
体外診断薬・機器等を取扱う。
事業は画像診断機器を取扱う「イメー
ジング」、臨床検査機器を取扱う「ダイ
アグノスティックス」、先進的な治療を
実現する装置を取扱う「アドバンスト・
セラピー」の 3 部⾨に分かれている。

超⾳波診断装置、
CT 装置、
X 線装置

【地域】南米、
ヨーロッパ、アフリカ

【国】ブラジル、
セルビア、ケニアなど

IAEA
UNOPS

本誌で紹介する国際公共調達を活用している海外企業 8 社



4 医療製品のアクセス＆デリバリー■ vol.3

ノバルディス（Novartis/ スイス）

　ノバルティスは、先発医薬品事業とジェネリック医薬
品事業を展開するスイスの企業です。先発医薬品事業に
は、がん及び造⾎系疾患を扱う「オンコロジー（がん領
域）部⾨」と、⼼⾎管・腎臓、⽪膚、眼科、神経、呼吸
器系疾患を扱う「医薬品部⾨」の 2 つの部⾨があります。
2020 年時点で、先発医薬品は世界 140 カ国以上、ジェ
ネリック医薬品は 100 カ国以上で展開されています。
2020 年度の売り上げは、ジェネリック医薬品事業が 97
億ドル、先発医薬品事業が全体の 8 割を占める 390 億
ドルの合計 487 億ドルとなっています。地域別では、
いずれの事業においても売り上げの 3 割弱を低中所得
国の市場向けの製品が占めています。

ソーシャルビジネスを軸にした国際公共調達の活用
　国際展開に際しては、同社は現地の状況に合わせた

「ソーシャルビジネス・モデル」を導入しています。医
薬品の無償提供や原価提供だけでなく、グローバルな医
薬品へのアクセス拡大のための社会貢献活動として事業
活動に取り組むという方針に基づいています。
　国際公共調達は、各事業部⾨の専⾨領域のソーシャル
ビジネス・モデルのプログラムのなかで活用されており、
感染症の医薬品では Global Fund、⾮感染症の医薬品で

　■ 海外企業の「国際公共調達」活用事例 ■　

＜医薬品＞
ノバルティス（スイス）/ ヴィアトリス（米国）

は UNOPS による調達などの実績があります。
　Global Fund の資金提供で供給する医薬品は、主に抗
結核薬と抗マラリア薬で、抗結核薬はインドネシアをは
じめとする東南アジア地域、抗マラリア薬はスーダン、
ザンビアなどのアフリカ地域に多く供給されています。
また、IDA、GDF、UNICEF などの国際機関からも Global 
Fund からの資金提供を通じて調達されています。
　UNOPS には、主にメキシコ政府向けにがん治療薬な
どの⾮感染症医薬品を供給しています。ジェネリック医
薬品では抗 HIV 薬などの感染症治療薬も提供しています。

持続可能な国際展開のための戦略
　国際公共調達では、より低価格で供給できることが求
められますが、ノバルティスでは、欧米に比較して製造
コストを抑えやすい中国に製造拠点を設けたり、現地企
業とのパートナーシップによって相手国で製造したりする
など、さまざまな工夫によって低価格化を実現していま
す。サプライチェーン上の各社と継続的なパートナーシッ
プを結び、大量生産による「規模の経済」を生み出すこ
とで、50% もの製造コスト削減にも成功しています。
　製品価格は、各国の所得⽔準に基づいて、段階的な価
格設定を行っています。また、単に製品を展開するだけで
なく、専⾨家を現地に派遣し、医療従事者の教育研修を
提供するなど、現地の疾病対策に継続的に貢献しています。

Global Fund の資金提供による調達：
ノバルティスの抗結核薬の主な供給国（2020 年度）

Global Fund の資金提供による調達：
ノバルティスの抗マラリア薬の主な供給国（2020 年度）

その他

コートジボワール

ザンビア

ブルキナファソ
コンゴ

マラウイ22%
30%

20%
12%

11%

6%

2020 年度
調達額

5.99 百万ドル

その他

ナイジェリア

フィリピン
ベトナム

パキスタン

インドネシア

16%46%

17%

8%
7%

6%

2020 年度
調達額

3.65 百万ドル

出典：Global Fund 資料「Transaction Reported to the PQR」（2022 年 3 ⽉ 21 日現在）出典：Global Fund 資料「Transaction Reported to the PQR」（2022 年 3 ⽉ 21 日現在）
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国別事例

ヴィアトリス（Viatris（旧 Mylan）/ 米国）

　ヴィアトリスは、2020 年にファイザーのジェネリック
部⾨と合併して設立された米国企業で、ジェネリック医
薬品を中⼼に開発、製造、販売事業を展開しています。
欧米、アジア、アフリカなど約 50 カ所の製造拠点と、
12 カ所の R&D センターを擁し、世界 160 カ国以上で医
薬品を展開しています。総売り上げは 114 億ドルで、地
域別では 82 億ドルに当たる 73％が米国と欧州諸国、そ
の他地域は 32 億ドル、28％となっています。この 28%
には、日本、中国、オーストラリアなどの市場を含んで
おり、低中所得国の割合はさらに低いと推察されます。

WHO 事前認証（PQ）を取得して国連調達を活用
　ヴィアトリスは、HIV、結核、マラリア、⽣殖などの
分野を対象とした約 60 の医薬品で WHO 事前認証（PQ：
Prequalification）を取得しています。WHO 事前認証は、
WHO による認証制度で、医療製品が品質、安全性、有
効性の面でグローバルな基準を満たすことを保証するも
のです。低中所得国など医薬品医療機器規制当局の体制
が十分整っていないような国に、より早く医療製品が届
く仕組みとして活用されており、主要な国連・国際機関
では、その取得が調達基準として用いられています。
　同社は主に国連による調達や、Global Fund の資金提
供を通じた調達を活用しています。WHO 事前認証の取
得や、国連調達における契約などの取り組みは、インド
の拠点を中⼼に進めています。
　国連調達では、UNDP、UNOPS、UNICEF などに取引
実績があります。供給する製品は主に抗 HIV 薬で、ア
フリカ、東南アジア、南アジア、中東の国々に届けられ
ています。そのほかにも、抗マラリア薬や C 型肝炎治

療薬などの供給も行っています。
　Global Fund の資金提供による調達では、抗 HIV 薬、
抗マラリア薬、抗結核薬などを供給しています。総額 1.51
億ドル（2020 年度）のうち、1.45 億ドルを抗 HIV 薬が
占め、その半分はケニア、エチオピア、南アフリカ、モ
ザンビークなどのアフリカ地域に供給されています。

持続可能な国際展開のための戦略
　ヴィアトリスは、抗 HIV 薬の国際公共調達を通じて、
多くの地域への供給パイプラインを構築し、ほかの医薬
品の国際公共調達や⺠間事業での展開においても、この
確立した供給パイプラインを利用できるようにしていま
す。同社の全体的な製品ポートフォリオを管理すること
で、ほかの製品での国際公共調達の活用や、民間事業へ
の展開を進めています。
　 また、同社はインドの製造拠点の確立に注⼒し、製品
を低コストで製造できる環境を整備することで、低価格
化を実現しています。南アフリカに抗 HIV 薬の製造拠点
を確立し、アフリカ諸国における、より広域的な製品の
供給を可能にしています。

種類 2017 2018 2019 2020

抗 HIV 薬 246 378 223 145

抗マラリア薬 0.03 8.1 7.5 4.6

抗結核薬 0 1.0 0.8 1.8

Global Fund の資金提供による調達：
ヴィアトリスの医薬品別の供給実績額（百万ドル）

出典：Global Fund 資料「Transaction Reported to the PQR」（2022 年 3 ⽉ 17 日現在）

	⃞ ラゴスに駐在員事務所Novartis	Pharma	Services	
AGと、ジェネリック医薬品の代理店Taylek	Drugs	
Company	Limitedがあり、現地の医療機関に抗マラ
リア薬の「Coatem	（Artemether	+	Lumefantrine）」、
抗結核薬のRifampicinなどを販売（2020年時点）。

	⃞ 抗マラリア薬「Coatem」の展開では、2004年に同
国で「Coartem®20/120mg」がマラリア治療薬とし
て承認された。2008年 4⽉には、現地政府から⼦ど
もにも飲みやすく改良した「Coartem®_Dispersible」
の薬事承認を取得。

	⃞ 現地政府から「Coartem®80/480mg」の薬事承認
を取得し、2013 年末に現地で販売開始。以降、ア
フリカ地域 10カ国以上で発売された。

	⃞ 2016 年、カドゥナ州保健省と提携して、モバイル
技術とビッグデータを活⽤し、遠隔地にある医療機
関の在庫追跡システムの導⼊プログラムを開始。

	⃞ 現在、5歳未満のマラリア患者向けの特許・専有医
療ベンダー＊での診断と、治療へのアクセスを強化
する試みを⾏っている。

＊特許・専有医療ベンダー（PPMV：Patent	and	proprietary	
medicine	vendor）とは、薬局で正式なトレーニングを受けてい
ない⼈が正規医薬品を営利⽬的で販売する⼩売店のこと。必要な
医療製品へのアクセスが制限される地域では、特許・専有医療ベ
ンダーが急性疾患の主な医薬品供給源となる。5歳未満の⼦ども
が病気になった場合、州によって違いはあるが、最⼤55％が特許・
専有医療ベンダーにプライマリケアを依存している。

ノバルティスの国際展開：ナイジェリア
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　■ 海外企業の「国際公共調達」活用事例 ■　

＜ワクチン＞
ファイザー（米国）/ グラクソ・スミスクライン（英国）

ファイザー（Pfizer/ 米国）

　ファイザーは、ワクチンを含む医薬品、コンシューマー
ヘルスケア商品の研究、開発、製造、販売事業などを手
がける米国企業です。先発医薬品やワクチンを扱う「医
薬品部⾨」、バイオシミラーや無菌注射剤などを扱う「病
院ビジネス部⾨」、ジェネリック医薬品を含む「コンシュー
マーヘルスケア部⾨（2022 年内に大手製薬会社 GSK と
の合弁会社となる予定）」があります。2020 年時点で、
世界中に 86 カ所の製造拠点を有し、125 を超える国で
製品を展開しています。そのほかにも肺炎球菌ワクチン
や髄膜炎ワクチンなどが主要製品となっています。
　同社の 2020 年度の総売り上げは 419 億ドルで、米国、
中国、日本など先進国向けの製品が全体の 6 割を占め
ています。売り上げ上位 5 位の製品のうち、4 つは医薬
品です。第 1 位の 59 億ドルを占める肺炎球菌ワクチン

「プレベナー 13」は、同社の主力事業となっています。

国際的プログラムを活用した国際公共調達
　ファイザーは、低中所得国に医療製品を展開するため
に、主に Gavi ワクチンアライアンス（Gavi）と UNICEF
を通じた国際公共調達を活用しています。
　Gavi には、WHO 事前認証（PQ）を取得したワクチ
ン製造業者に対して、調達前に一定価格で一定量のワク
チン購入を保証する「事前買取制度（AMC：Advance 
Market Commitment）」という制度があります。ワクチ
ンの製造業者の調達参加を推進するとともに、手頃な価
格で対象国にワクチンを供給するために、2009 年に始
まった制度です。AMC は、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団
と、カナダ、イタリア、ノルウェー、ロシア、英国の 5 
カ国の政府からの資金提供によって運営されています。
サプライヤーになるには、WHO 事前認証の取得のほか、
Gavi と「AMC メーカー登録契約」を結ぶ必要があります。
　ファイザーは、AMC の立ち上げ当初から Gavi とサプ
ライヤー契約を締結し、2010 年以降、肺炎球菌ワクチン

「プレベナー 13」を Gavi 対象国に供給しています。2010
年、「プレベナー 13」の 1 回投与用バイアルの WHO 事
前認証を取得し、AMC のサプライヤー契約を締結しま

した。2016 年 7 ⽉には、「プレベナー 13」の 4 回投与用
バイアル（MDV：multi-dose vial ：複数回投与バイアル）
の WHO 事前認証を取得し、翌 2017 年に AMC のサプラ
イヤー契約を結びました。今後、2027 年までに Gavi 向
けの割引価格で、累計 9 億 2,000 万回分の「プレベナー
13」の供給を計画しています。
　UNICEF に 対 し て は、Gavi 対 象 国 に は AMC を 介 し
た供給を行い、Gavi 対象国以外の中所得国に向けては
UNICEF が実施するサプライヤー⻑期契約に基づく調達
プログラムなどに参画しています。

持続可能な国際展開のための戦略
　医療製品の国際展開を持続可能なものとするための
ファイザーの戦略としては、Gavi との「AMC メーカー
登録契約」など、国際機関との連携があります。その前
提として、WHO 事前認証も取得しています。
　価格面では、相手国の所得レベルに応じた製品価格を
設定しています。国際公共調達では、世界銀行が示す経
済的地位の推定値に合わせて、国民一人当たりの国民総
所得（GNI：Gross National Income）を考慮し、これにより、
低所得国（GNI：1,580 ドル以下）、中所得国（GNI：1,581
〜 12,750 ドル）、高所得国（GNI：12,751 ドル以上）の
3 段階の価格を設定しています。
　製品開発における工夫もあります。AMC に登録した「プ
レベナー 13」を MDV にしたことや、保存料の添加によっ
て保存期間を延⻑してワクチンのサプライチェーンにお
ける温度管理、UNICEF の送料負担、現地での貯蔵など
で大幅なコスト削減を可能にしたことなどが挙げられま
す。これにより製品の低価格化や、廃棄ロスの削減、供
給量の拡大などにつなげています。
　さらに同社は、中所得国政府とのパートナーシップに
よって現地生産化も推進しています。2015 年 11 ⽉、南
アフリカ政府、現地の製薬会社 Biovac Institute との官
民パートナーシップを結び、「プレベナー 13」の現地
⽣産を開始しました。南アフリカに、国際基準（GMP：
Good Manufacturing Practice）に準拠したワクチン製造
拠点を設置し、技術移転しました。
　また、2021 年 7 ⽉、同社は新型コロナウイルス感染
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症のワクチン「コミナティ」の製造をアフリカ地域で拡
大するため、南アフリカに拠点を置く Biovac Institute
と製造委託契約を締結しました。必要なワクチン原液を

グラクソ・スミスクライン
（GlaxoSmithKline（GSK）/ 英国）

　グラクソ・スミスクライン（GSK）は、医療用医薬品、
ワクチン、コンシューマーヘルスケア商品の研究、開発、
製造、販売事業を世界 90 カ国で展開している英国企業で
す。世界に 12 カ所の製造拠点があり、ワクチン事業では
肺炎球菌やロタウイルス、HPV、A・B 型肝炎、ジフテリア、
破傷⾵、百日咳、⿇しん、おたふくかぜ、⾵疹、ポリオ、
腸チフス、インフルエンザ、細菌性髄膜炎などのワクチ
ンを取扱っています。同社の売り上げは 341 億ドル（2020
年度）で、その 2 割がワクチン事業となっています。ワ
クチン事業としての売上比率は高くないものの、年間 7
億 7 千万回分のワクチンを世界に供給し、そのうち 70％
以上は低中所得国に届けられています（2018 年）。

国際公共調達を活用したワクチン供給
　GSK は、国際公共調達を活用して、主に肺炎球菌ワク
チンやロタウイルスワクチン、HPV ワクチンなどを積
極的に国際展開しています。特に、世界最大のワクチン
プロバイダである UNICEF に対して、さまざまな国際機
関のプログラムを通じた供給を行っています。

国際公共調達を活用したワクチン供給の実績

 ⃞ 【Gavi】GSK は Gavi へのワクチンを供給する主要サプ
ライヤーの一つで、肺炎球菌ワクチン「Synflorix」、ロ
タウイルスワクチン「Rotarix」、HPV ワクチン「Cervarix」
など、2010 年以降 8 億 5 千万回分以上を供給。

 ⃞ 【Humanitarian Mechanism】「Humanitarian 
Mechanism」は、国境なき医師団（MSF）、Save the 
Children、UNICEF、WHO のパートナーシップによっ
て、Gavi 対象国以外の市民社会組織の緊急時におけ
るワクチンへのアクセス向上を目的として 2017 年に
発⾜したプログラム。2017 年から 2021 年までに約
100 万回分の肺炎球菌ワクチンが、アフリカや中東
の 12 カ国に届けられた。GSK は、2016 年 9 ⽉に肺
炎球菌ワクチン「Synflorix」を、2021 年 2 ⽉にロタ
ウイルスワクチン「Rotarix」を本プログラムを通じ
て低価格で供給すると宣⾔した。

 ⃞ 【世界ポリオ撲滅イニシアチブ】WHO の掲げる「2023
年までにポリオ撲滅」を目指して発⾜した世界的な
官民パートナーシップ。GSK は、1988 年以降、パー
トナーとして 170 億回分の経⼝ポリオワクチン（OPV）
を供給。

持続可能な国際展開のための戦略
　価格設定では、相手国の所得レベルに応じた製品価格
を設定しています。国際公共調達では、調達のプログラ
ムによって価格は変動しますが、基本方針として世界銀
行が示す経済的地位の推定値に合わせて、国民一人当た
りの国民総所得（GNI：Gross National Income）を考慮
し、高所得国、高中所得国、低中所得国、低所得国の 4 
段階に分けて設定しています。Gavi 対象国に対しては、
最も安価な価格で提供しています。

ワクチン 対象 価格（ドル）

HPV 2 価
– 2 回分 / バイアル

Gavi 対象国 4.60

一人当たりGNI 3,995ドル以下の国 10.25-11.4

一人当たりGNI 3,995ドル以上の国 14.14

⿇しん・おたふ
くかぜ・⾵疹
– 2 回分 / バイアル

不明 4.47

肺炎球菌 10 価
– 4 回分 / バイアル

Gavi 対象国 3.05

中所得国 10.9

Humanitarian Mechanism 3.05

UNICEF 調達における GSK のワクチン価格

出典：UNCEF  資料　ワクチン価格表より抜粋（2022 年 3 ⽉ 17 日現在）

欧州から南アフリカまで輸送することで、2022 年より
充填と仕上げの工程を Biovac Institute が現地で担って
います。

現地生産化から見える課題

現地⽣産化を進めることで供給拡大というメリッ
トが得られる一方で、インフラ、人材、財務の面
ではさまざまな課題も見えてきています。

 ⃞ 【インフラ面】現地の電⼒会社で電⼒負荷制限
がかけられたり、⽔不⾜時に⽔が配給⽤にま
わされたりするため、製造に必要十分な電⼒
や⽔が確保できないという問題がある。

 ⃞ 【人材面】地域で経験を積んでスキルアップし
た⼈材が、より条件の良い仕事を求めて地域外
へと流出し、ワクチン製造に必要となるスキル
の高い⼈材が定着しにくいという問題がある。

 ⃞ 【財務面】新たな製造設備の固定費を賄えるだ
けの「規模の経済」を発揮するために、⼀定
量を継続的に供給できる⻑期契約を獲得・維
持することが重要となる。しかし、現地での
調達機会だけでは「規模の経済」がなかなか
発揮できない問題がある。

memo
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　■ 海外企業の「国際公共調達」活用事例 ■　

＜体外診断用医薬品＞
セフィエド（米国）/ アボット（米国）

セフィエド（Cepheid/ 米国）

　セフィエドは、分子診断機器を提供する米国企業で、
統合された診断システムの開発、製造、販売を行ってい
ます。従来の核酸検査 （DNA または RNA の特定の配列
の検査）の⾃動化を専⾨としており、感染症、⽣殖、ウ
イルス、腫瘍学など複数の分野で⾃社による直接販売の
ほか、世界中の代理店を通じた販売を行っています。主
に、GeneXpert システム（分析装置）、結核、HIV、B 型
肝炎、C 型肝炎の診断薬などの医療製品を、アフリカ（主
にサブサハラ地域、南アフリカ）、アジア（インドなど）、
西ヨーロッパ、中東、南米で展開しています。
　現時点の公開情報では、2015 年に 5 億 3,860 万米ド
ルの売り上げがあり、地域別では 6 割が北米市場、4 割
がその他市場によるものとなっています。

Global Fund プログラムを活用した国際公共調達
　セフィエドの結核診断薬「Xpert MTB/RIF」の製造にお
けるスケールアップは、Global Fund、PEPFAR、世界銀行
などの資金援助による調達に後押しされており、2010 年
から 2015 年にかけて国際公共調達への供給規模は大幅に
増加しています。特にアフリカ市場向けは、国際公共調達
による販売が売り上げの 8 割を占めています。
　同社は、2010 年に「Xpert MTB/RIF」で結核診断法と
しての WHO 推奨を取得したことで、結核診断法のグロー
バル標準として世界で認識され、その利用を目的とした

種類 2017 2018 2019 2020

結核診断 30.07 34.48 49.46 42.77

HIV 診断 1.41 1.74 4.47 2.30

C 型肝炎診断 0.004 0.004 0.035 0.011

B 型肝炎診断 - - - 0.025

Global Fund の資金提供による調達：
セフィエドの診断薬別の供給実績額（百万ドル）

Global Fund の資金提供による調達：
セフィエドの年間調達額の推移（百万ドル）

31.5
36.2

54.0
45.2

2017　　　    2018　    　　2019　   　　2020

調達案件の実施へとつながりました。現在、世界で実施
される結核診断の約 95％が「Xpert MTB/RIF」を使用し
ていると推定されています。
　Global Fund のプログラムを活用した国際公共調達が
多く、製品別の調達額は、結核診断 4,277 万ドル、HIV
診断 230 万ドル、C 型肝炎診断 1.1 万ドル、B 型肝炎 2.5
万ドルとなっています。

持続可能な国際展開のための戦略
　セフィエドは、多くの国際機関の支援を受けて国際
公共調達を進めています。低中所得国向けに価格を大
幅 に 下 げ て 製 品 を 供 給 するた めに、PEPFAR、USAID、
UNITAID、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団などとの契約によっ
て受領した合計約 1 千万ドルの資金なども活用していま
す。そのほか、FIND をはじめとする国際機関・団体が実
施する結核関連の開発・製造プログラムなどにも参画し
ています。
　結核診断薬の供給先として大きな割合を占めるインド
においては、販売拠点となる現地法人に加え、製造拠点、
開発拠点も設置するなど、拠点整備にも注力し、現地化
を進めています。
　製品に関しては、「Xpert MTB/RIF」の展開で蓄積した
データの適用範囲を拡大して製品の改良につなげていま
す。診断時間の短縮や、デジタル化、検出感度の向上な
ど、各国のニーズを踏まえて、改良版となる「XpertMTB/
RIF Ultra」の開発・製造も進めています。

出典：Global Fund 資料「Transaction Reported to the PQR」（2022 年 3 ⽉ 17 日現在）出典：Global Fund 資料「Transaction Reported to the PQR」（2022 年 3 ⽉ 17 日現在）
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国別事例 セフィエドの国際展開：インド

	⃞ セフィエドは 2008 年よりインドで製品の展開
を開始。2013 年には現地法⼈を設⽴することで
医療機関などへの直接販売が可能となる体制を整
備。2016 年から 2017 年にかけて 1,200 台の
「GeneXpert	System」	がインド国内に設置された。

	⃞ 2017 年には結核診断⽤のカートリッジ 2.5 百万個
を供給。2018 年には欧⽶以外で初となる製造拠点
をインドに設置し、結核診断⽤のカートリッジを製
造することを計画。インドへの投資理由として、同

アボット（Abbott/ 米国）

　アボットは、ヘルスケア分野の米国企業で、医薬品や
体外診断用医薬品、医療機器、栄養製品など、多様な製
品の開発、製造、販売を行っています。「医薬品」「診断
装置」「栄養製品」「医療機器」の 4 つの事業部⾨を展開し、
年間 346 億ドル（2020 年度）を売り上げています。診断
装置部⾨は世界 32 カ国、60 以上の拠点を通じて展開し、
売り上げの約 3 割を占めています。

Global Fund プログラムを活用した国際公共調達
　アボットは国際公共調達を活用して、主にアフリカ地
域（南アフリカ、マラウイ、カメルーン、コンゴ民主共和国、
スーダン）やアジア地域（カンボジア、ミャンマー）に、
HIV 診断薬、マラリア診断薬、結核診断薬を供給していま
す。主な国際公共調達への参画としては、Global Fund が
資金提供する調達への製品供給に多数の実績があります。
2018 年から 2020 年までの Global Fund の取引記録によ
ると、同社の主な製品は HIV 診断薬とマラリア診断薬で、
両製品とも東南アジアやアフリカに供給されています。

持続可能な国際展開のための戦略
　アボットは、ヘルスポストモデルを提唱し、体外診断
用医薬品の供給だけでなく、現地でのクリニックの設計
や、クリニックを中⼼とした医療ビジネスのスキル強化
支援も行っています。そうした取り組み全体を通して、
⾃社の新たな市場を開拓するとともに、SDGs の実現を⽬
指しています。
　また、さまざまなセクターとの協働によって、有病率
の高い地域で HIV やマラリアなどの予防可能な感染症の
対策に貢献しています。例えば、2020 年よりルワンダ保
健省とルワンダ家族保健協会（Society for Family Health 
Rwanda）と協力して、ルワンダ政府が主催する質の高い
プライマリケアのアクセス向上プログラムを支援してい

種類 2018 2019 2020

HIV 診断 0.6 10 11.7

マラリア診断 不明 0.4 4.7

Global Fund の資金提供による調達：
アボットの診断薬別の供給実績額（百万ドル）

出典：Global Fund 資料「Transaction Reported to the PQR」（2022 年 3 ⽉ 21 日現在）

Global Fund の資金提供による調達：
アボットの年間調達額の推移（百万ドル）

0.61

10.58

16.49

2018　    　　2019　   　　2020
出典：Global Fund 資料「Transaction Reported to the PQR」（2022 年 3 ⽉ 17 日現在）

ます。このプログラムにおいて、同社はマラリアや HIV
の体外診断用医薬品、医薬品の提供、クリニックの設計、
臨床トレーニング資料の開発・提供などに取り組みまし
た。また、クリニックを拠点とする診療の予算設定、サー
ビス促進、在庫の発注・管理、収益管理、投資収益率の
測定などのビジネススキル強化も⽀援しました。
　同社は、ヘルスポストモデルの拡大と継続的な取り組
みによって、診断薬をはじめとする製品で低中所得国の
人々の命と健康を守りながら、新たな市場創出につなげ
ています。ヘルスポストモデルが SDGs を加速するため
の重要な要素と捉え、相手国の経済へ影響や、医療サー
ビスの拡大による住民の⽣活の質と患者のアウトカム（医
学的介入から得られる結果）に与える影響、さらにはヘ
ルスケアシステム全体での⻑期的なコスト削減の可能性
の測定も続けています。

国内の結核患者数が多く、診断の需要が高いことが
挙げられる。

	⃞ ベンガルールにはR＆D拠点を所有し、ソフトウェ
アやハードウェアの開発を⾏う。国際特許もこのイ
ンド拠点から多く申請されている。

	⃞ 2021 年には新型コロナウイルス感染症の診断カー
トリッジを製造する計画を発表し、インド政府に製
造許可を申請。需要の増加に対応するため、新たな
製造拠点をチェンナイに設置する計画も発表した。
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　■ 海外企業の「国際公共調達」活用事例 ■　

＜医療機器＞
デルフト・イメージング（オランダ）/ シーメンス・ヘルシニアーズ（ドイツ）

デルフト・イメージング
（Delft Imaging/ オランダ）

　オランダの医療機器メーカーのデルフト・イメージン
グは、デバイスをスマートフォンに連携して、診断結
果の直接確認や追跡を可能にするなど、誰もが簡単に
取り扱うことのできるソフトウェアに強みを持った診断
機器の製造・販売を行っています。主力製品は「Delft 
Light」と「CAD4TB」で、ユーザー所有の X 線装置からアッ
プロードされた X 線画像の診断結果を提供するクラウ
ドベースのシステム構築にも注力しています。
　オランダ本社のほか、ガーナと南アフリカにもオフィ
スがあり、世界 43 カ国で製品を展開しています。売り
上げは⾮公開となっていますが、毎年の製品・サービス
販売実績から 555 万ドルほどと推定されています。

各国政府・国際機関と連携した国際公共調達
　 同 社 は、 国 際 公 共 調 達 を 活 用 し て、 主 に「Delft 
Light」（ポータブル X 線装置）、「CAD4TB ソフトウェア」

（結核用画像診断ソフトウェア）、「モバイルクリニック」
（結核用、献⾎用、婦人科用、アイケア用、ラボ用）な

どの製品を、ガーナ、バングラデシュ、コンゴ民主共和
国、ナイジェリア、フィリピン、ベトナム、タジキスタ
ン、ケニアに供給しています。各国政府の保健省による
調達が多くなっています。そのほかには UNOPS、IDA、
PATH、UNDP などの国際機関が挙げられます。各国政府、
国際機関のいずれの場合も、資金提供機関による資金援
助があるケースが多く見られます。

持続可能な国際展開のための戦略
　同社は、低中所得国で製品を展開していくにあたり、
各国政府や国際機関、研究機関などとのパートナーシッ
プを積極的に構築しています。
　例えば、オランダのラドバウド大学医療センター

（Radboudumc）とパートナーシップを結び、共同で製品
開発を行いました。その取り組みが評価され、2013 年に
ヘルスケア分野を支援するオランダ政府が運営する「Top 
Sector Life Sciences ＆ Health（LSH）」から官民パートナー

＜国際機関からの調達事例＞

 ⃞ 【ザンビア】国際的な NPO 団体である PATH による、
ザンビアのカッパーベルト州における結核診断強化
プログラムで、ザンビア保健省に製品「CAD4TB」
を搭載したモバイルクリニック（結核用）を提供。

＜各国政府からの調達事例＞

 ⃞ 【ガーナ】2016 年 2 ⽉にガーナ政府が企画した全
国結核対策プログラムに参加。Oldelft Benelux 社
とアフリカの医療システム改善を目指す民間団体
Universal Hospitals Group と提携し、「CAD4TB」を
備えた X 線システム 52 台を全国の医療機関に提供
した。また、セミモバイルクリニック 30 台とモバ
イルクリニック（結核用）4 台も提供した。

 ⃞ 【パキスタン】2017 年初めに、パキスタンの民間大
型病院 Indus Hospital をはじめ、公立・私立の病院、
移動診療所に「CAD4TB ボックス」（オフラインで
使用可能な独立型の⼩型筐体に入った「CAD4TB」）
を 41 台納入。2017 年 5 ⽉には、現地医療スタッフ
向けの「CAD4TB」全般のトレーニング、トラブル
シューティングを実施。その後、追加発注を受け、
さらに 35 台の「CAD4TB ボックス」を納入。これ
らの「CAD4TB ボックス」は、ストップ結核パートナー
シップが推進するパキスタン向けの医療機関強化プ
ロジェクトの一環で納入された。

 ⃞ 【ナイジェリア】 2020 年 12 ⽉から 2021 年 2 ⽉にか
けて、ラゴス州保健省からの発注により合計 21 台
のデジタル X 線装置（結核診断のための室内設置
用 X 線装置 10 台、セミモバイルコンテナ X 線シス
テム 8 台、モバイルスクリーニングバン 3 台）を
提供。全システムに結核用画像診断ソフトウェアの

「CAD4TB」を搭載し、ユーザートレーニングも提供
した。このプログラムの資金は Global Fund とベル
ギーのハンセン病及び結核撲滅活動を行う NGO ダ
ミアン財団から提供された。

 ⃞ 【タイ】タイとミャンマーの国境付近で難民への人
道支援を行う慈善団体 Shoklo Malaria Research Unit

（SMRU）に、「CAD4TB」と「CAD4COVID」（COVID-19
用画像診断ソフトウェア）を備えた「Delft Light」 5
台を提供。さらに、SMRU に対し、オンラインイン
ストールとトレーニングセッションを実施した。この
活動資金は Global Fund からタイ政府に地域結核助
成金として提供された。

国際公共調達の実績
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シーメンス・ヘルシニアーズ
（Siemens Healthineers/ ドイツ）

　シーメンス・ヘルシニアーズは、CT、MRI、X 線撮影
装置、超⾳波装置、体外診断用医薬品・機器などの医療
製品の開発、製造、販売を行うドイツ企業です。画像診
断機器を扱う「イメージング部⾨」、臨床検査機器を扱
う「ダイアグノスティックス部⾨」、先進的な治療コン
セプトと低侵襲な手術プロセスのための装置を扱う「ア
ドバンスト・セラピー部⾨」の 3 つの事業部⾨があり、
2020 年度時点で年間 147 億ユーロを売り上げています。

IAEA のプログラムを活用した国際公共調達
　シーメンス・ヘルシニアーズには、超⾳波機器や CT
システム、X 線機器などを国際公共調達を通じた供給の
実績がありますが、供給量としては多くありません。こ
れは医療機器⾃体の調達案件数が少ないことが理由とし
て挙げられます。同社による国際公共調達を活用した供
給のほとんどは、国連機関である IAEA（国際原子力機関）
向けとなっています。
　IAEA は 1957 年に原子力の平和利用の促進と軍事利用
への転用防⽌を目的とした国連機関で、原子力の平和利
用促進の観点から IAEA 加盟国の放射線技術向上への取
り組み「Technical Cooperation Programme」を実施し
ています。医療分野では、放射線技術を利用した診断や
治療技術を提供しており、このプログラムの一環で、放
射線機器の調達が実施されており、シーメンス・ヘルシ
ニアーズは、このプログラムを通じて医療機器を供給し
ています。

持続可能な国際展開のための戦略
　低中所得国市場への国際展開では、シーメンス・ヘル
シニアーズは医療アクセスの向上を目的として国際公共
調達に限らず、各国のニーズに合わせたソリューション
やサービスの開発によってシェア拡大を目指していま
す。そのための戦略として、より軽量、⼩型、省電⼒の
医療機器開発への投資や、様々なステークホルダーとの

 ⃞ 【エチオピア保健省】同社とビジネスパートナーの
Elsmed Group が、ドイツ政府と連携して、エチオ
ピア保健省による新型コロナウイルス感染症のスク
リーニングの実施を支援。この活動でシーメンス・
ヘルシニアーズは高性能超⾳波診断装置を病院 10
箇所に寄付した。さらに、バーチャル教育プランを
提供している。

 ⃞ 【ウガンダ保健省】同社の子会社である Varian 社（が
ん治療関連企業）は、アメリカの貿易開発庁とカル
フォルニア大学サンディエゴ校と連携し、ウガンダ
保健省に教育プログラムを提供。具体的には、ウガ
ンダがん研究所の放射線腫瘍学部⾨でのスキル向上
のための教育と、遠隔でのアドバイス体制を提供し
ている。

 ⃞ 【Global Access to Cancer Care Foundation（GACCF）】
同社の子会社の Virian 社は、 GACCF の設立パート
ナーとして、GACCF を通じたエチオピア、ケニア、
タンザニア、ガーナなどの医療関係者へのがん治療
に関する教育提供をサポートしている。

 ⃞ 【UNICEF】同社と UNICEF は、2022 年 2 ⽉にアフリ
カ、サブサハラ地域の医療アクセスの向上を目的と
した 5 年間のパートナーシップ（5 億ユーロの助成金）
を発表した。これによって対象国の診断ネットワー
クの最適化を図る。さらに、さまざまなコラボレー
ション機会にもつなげていくことを予定している。

パートナーシップ、ファイナンスソリューション、新規
ビジネスモデル、デジタルソリューションなどのアプ
ローチも実施しています。パートナーの選定においては、
同社と同レベルの品質で製品・サービスを提供できるか
どうかを重視しつつ、製品ポートフォリオをより多くカ
バーし得る企業・団体を少数持つという方針をとってい
ます。
　また、国際機関や各国政府などと連携した取り組みや、
国連機関や資金提供機関とのコミュニケーションなどに
も⼒を入れています。

パートナーシップの事例

シップの助成金を獲得しました。その助成金は 2015 年
にかけて「CAD4TB」の改良と普及促進に充てています。
　 ま た、 低 中 所 得 国 向 け の 結 核 プ ロ ジ ェ ク ト に は、
Global Fund や USAID をはじめとする資金提供機関によ
る資金援助が数多くありますが、中⼩企業であるデルフ
ト・イメージングは、そうした資金援助やネットワーク

を有効活用することで、研究開発の資金獲得や直接注⽂
につなげています。
　 ガ ー ナ で は、 結 核 診 断 の た め の 資 金 援 助 と し て
Global Fund や外国政府、国際団体などから資金提供を
受けたガーナ保健省が実施するプロジェクトの調達案件
に参加しました。
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▶︎ CHAI（クリントン・ヘルス・アクセス・イニシアチブ）
Clinton	Health	Access	Initiative,	Inc.
政府と⺠間部⾨の能⼒の強化、質の高い保健システムの構築・維持など
に取り組む。医薬品、診断、ワクチン、その他健康ツールの取引へアク
セス可能。
入札情報（英語）
https://www.clintonhealthaccess.org/resource-center/#rfps

▶︎ GDF（The Global Drug Facility）
ストップ結核パートナーシップは調達部⾨であるGDFを通じて公共機
関に抗結核薬、診断・検査⽤製品を提供。
結核医薬品サプライヤーの適格基準（英語）
https://www.stoptb.org/how-to-become-stoptbgdf-supplier/
suppliers-of-tb-medicines

▶︎ PAHO（汎米保健機構）
Pan	American	Health	Organization
南⽶の住⺠の健康と⽣活状況の改善を⽬的にワクチンの調達などを実施。
調達への参入⽅法（英語）
https://www.paho.org/en/doing-business-paho

▶︎ UNPD（国連事務局調達部）
国連本部の各部⾨、平和維持活動局（DPKO）、本部外オフィス（OAH）
の依頼に応じて製品、サービスを調達。
UNDP の基本情報（英語）
https://www.un.org/Depts/ptd/
入札情報（英語）
https://www.un.org/Depts/ptd/tender

医療の国際展開や国際公共調達の関連情報を提供しているウェブサイト

国際公共調達 国際機関、各国政府などの公共機関や団体が世
界各国の企業から物品・サービスを調達すること

国連調達
国際公共調達の中でも国連機関が、新興国や開
発途上国への国際的な⽀援のために世界各国の
企業から物品・サービスを調達すること

AMC Advance Market Commitment
Gavi によるワクチンの事前買取制度

FIND
The Foundation for Innovative New 
Diagnostics
⾰新的診断のための財団

Gavi Gavi, the Vaccine Alliance
Gavi ワクチンアライアンス

GDF The Global Drug Facility
グローバル・ドラッグ・ファシリティ

GMP Good Manufacturing Practice 
製造所における製造管理・品質基準

GNI Gross National Income
国⺠⼀⼈当たりの国⺠総所得

IAEA International Atomic Energy Association
国際原⼦⼒機関

IDA International Development Association
国際開発協会

PATH

Program for Appropriate Technology in 
Health
シアトルに拠点を置く、世界の健康課題の
解決に取り組む国際⾮営利団体

PEPFAR
U.S. President's Emergency Plan for AIDS 
Relief
⽶国⼤統領エイズ救済緊急計画

PFSCM Partnership for Supply Chain Management
国際機関や政府へ調達業務を提供する調達機関

SDGs Sustainable Developement Goals
持続可能な開発目標

UNDP United Nations Development Programme
国連開発計画

UNICEF United Nations Children's Fund
国連児童基⾦

UNITAID International Drug Purchasing Facility
国際医薬品購⼊ファシリティ

UNOPS United Nations Office for Project Services
国連プロジェクトサービス機関

USAID
United States Agency for International 
Development
⽶国国際開発庁

WHO World Health Organization
世界保健機関

WHO 事前認証

WHO Prequalification
企業や国際調達機関の供給する医薬品等が、品
質、安全性、有効性の許容基準を満たすもので
あることを確証する WHO の事前認証⽀援プロ
グラム

略語・用語

医療製品のアクセス & デリバリー vol.1 掲載のつづき

▶︎ 国際医療展開セミナー「薬とワクチンの WHO 事前認証
　 ―低中所得国での医療製品展開の課題とコツを含めて」
https://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/tenkai/2020/tenkai200212.pdf

▶︎ 国際医療展開セミナー「国内外の事例から学ぶ医療製品の国際展開　
　 ―開発・認証・調達」
https://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/tenkai/2021/tenkaiseminar202203_
light.pdf

参考文献

▶︎ 令和 3 年度「医療分野における国際公共調達を活用した低中所得国
　 への製品展開に関する調査」
https://kyokuhp.ncgm.go.jp/activity/internal/consult/access_
delivery/2022/202204_kokusaikoukyoucyotatu_houkokusyo.pdf

▶︎ Annual Statistical Report（UNGM）
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/asr_report

▶︎ WHO 事前認証
https://extranet.who.int/pqweb/


