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What is MSF ?
 We are an international medical 

humanitarian organisation that 
provides medical care to people in 
need. 

 We provide medical care regardless 
of ethnic origin, religion, gender, 
creed, or political affiliation.

 In 2019 we assisted people in more 
than 72 countries around the world. 

 国境なき医師団（MSF）は、医療を必要とする人びとに届ける国際的な医療・人道援助団体です。
 人種、宗教、信条、政治的な関わりを超えて差別することなく医療援助を提供します。
 2019年には世界72の国と地域で援助活動を行いました。



MSF 
ACTIVITIES 
IN 2019

10,384,000 outpatient consultations

2,338,200 people treated for malaria

400,200 people given mental health consultations

400,200人の精神保健診療

16,800 people started on tuberculosis treatment

16,800人に結核治療を開始

1,320,100 people vaccinated against measles in an 
outbreak response

1,320,100人にはしか（麻疹）の緊急予防接種

For more information about our work, visit
活動の詳細はこちら
https://www.msf.org/international-activity-report-20192019年の活動実績

10,384,000件の外来診療

2,338,200人のマラリア治療



ACCESS SAVES LIVES



“W HAT W E 
DEM AN D IS 

CHAN GE, N O T 
CHARITY”

Dr.Jam es O rbinski,
Form er M SF International 

President

Acceptance speech for
Nobel Peace Prize, 1999“私たちが求めているのは変化であり、慈善ではありません。”

MSFインターナショナル会長（当時） ジェイムズ・オルビンスキ
１９９９年ノーベル平和賞受賞スピーチより



“Life-saving essential medicines are either too 
expensive…

or are not available because they are not seen 
as financially viable…

or because there is virtually no new research 
and development for priority tropical diseases.“

MSF’s Nobel Peace Prize speech, 1999

“命を救う必須の薬が、高価すぎることや

収益を生まないとみなされて、薬が存在しないことも、

重要な熱帯病とされながら実際は研究開発は行われていないこともあります。”



CHAN GE, N O T CHARITY 
THE M SF ACCESS CAM PAIGN

慈善でなく、変化を -- M SFアクセス・キャンペーン



Unavailability: health tools, even if badly needed, are not developed 
unless they can generate high profit for pharma corporations
手に入らない：どれほど必要とされている医療ツールでも、製薬会社が高い収益を見込めなければ開発
されない。

Unaffordability: high prices keep people from getting essential 
medicines, vaccines, and tests
高価すぎる：人びとに必須の薬、ワクチン、検査に、価格が高いために手が届かない。

Unsuitability: medical tools are often not designed for the people we 
treat nor for the settings where we work
合っていない：医薬品の条件はMSFが治療する人びとや活動する地域の条件に合わないことが多い。

Key Barriers to Access
アクセスを妨げる主な課題



熱帯病（マラリアを含む）と結核は：
・世界の疾病負荷の11.4％を占める。
・しかし、開発された新薬のうち、これらの疾病のためのも
のは1.3％に過ぎなかった。（1975-2004）



• 毎年、約100万人の子どもたちが肺炎で命
を落とす（1日あたり2500人）

• 世界の国の３分の１は、肺炎ワクチンを定
期予防接種に取り入れておらず、多くはそ
の高い価格が理由

もっと安価なワクチンが必要：
2つの新ワクチンが子どもの予防接種の費用の74％を占めている。
途上国での定期予防接種の合計額が38.75ドルに。



もっと使いやすいワクチンが必要：
ワクチンを低温に保つことは、気温の高い途上国では大きな挑戦になる。



Drug prices 医薬品の価格

• Medicines are not high cost. They are high priced
医薬品のコストが高いのではなく、価格設定が高くなっている

• Unaffordable for people and health systems because driven by profit, not medical 
needs 
人びとや保健行政の手が届かない価格なのは、医療ニーズではなく収益によって決められているから

• Lack of transparency in how companies set prices, which are not based on cost 
of R&D or manufacturing 
企業の価格設定は透明性に欠け、研究開発や製造のコストに基づいていない

Patents on medicines 医薬品の特許

• Create drug monopolies that keep prices high
薬の独占をもたらし、高い価格を保たせる

• Block price-busting competition for decades
数十年にわたって価格破壊競争を防ぐ

• Patent evergreening
特許のエバーグリーニング

W hy do m edicines cost so m uch?
医薬品はどうして高価なのか？

Analysis



ジェネリック薬の競合があると価格は下がる

HIVの抗レトロウイルス薬(ARV)の価格、患者1人1年あたり
赤い線：先発医薬品、黒い線：後発医薬品（ジェネリック）



W ithout 
generics, w e 

couldn’t treat 
m any of the 

people w e care 
for

Analysi
s

W ithout generics, 
we couldn’t treat 

m any of the 
people w e care for

MSFがHIV、結核、マラリアその他の感染症
の治療に使う薬の94%はジェネリック薬

ジェネリック薬がなければ、MSFは患者さんの
多くを治療できない。



Trade deals can block 
generic com petition.

W e push back to keep 
lifesaving drugs 
affordable.

Advocacy
貿易協定はジェネリック薬の競合を妨げることがある。
命を救う薬を手の届くものにするために、私たちは反対する。



Patents can hinder 
access to lifesaving 
drugs and vaccines
特許は命を救う薬やワクチンへのア
クセスを妨げる

W e raise legal and 
policy challenges to 
keep treatm ents 
accessible
治療へのアクセスを求めて、
私たちは法律や政治に訴える



We see the failures of profit-driven R&D

R&D

利益主導の研究開発（R&D）が起こす問題を見てきたから、人間中心のR&Dを求める。



未解決の国際保健上の脅威



Access to medicines and SDG
医薬品アクセスとSDG

 Goal 3 : Ensure healthy lives and promote well-being for all, at all ages
目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

 3.8 : “Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential 
health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines 
for all.”

3.8 すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのア クセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品
とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。

 3.B Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-
communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential 
medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on 
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in 
particular, provide access to medicines for all.

3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面
に関する協定（TRIPS 協定） 及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアク セスを提供する。同宣言は公衆
衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）」の柔軟性に関
する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。



UNITAID & the Medicine Patent Pool
ユニットエイドと医薬品特許プール(MPP)

Patent 
can slow, 
restrict 
access to 
medicines

特許は医薬品へのア

クセスを遅らせたり

制限することがある

 MPP was created in 2010
MPPは2010年に創設

 Negotiate Volunteer Licencing with pharmaceutical 
companies
製薬会社による任意のライセンス提供を交渉する機関

 Area of work so far これまでの活動:
 15 Licences for 13 ARV ARV薬１５種に対するライセンス9件

 2 HCV 抗C型肝炎ウイルス薬2件

 1 TB treatment 結核治療薬1件

 23 sub-licenses サブライセンス契約23件



Global developments 
& 

Covid_19 Medical Tools

世界の動きと新型コロナ感染症のための医療ツール



As of 29th May

ACT Acceleratorのエコシステム案

①国・地域や援助機関が包括的アプローチを要請

②内部連携と対外交渉を行うための共同のメカニズム(Task Force）

③Task Forceと３つの柱（ワクチン・治療法・診断法）を支える目的別ハブ
④必要に応じて他の主要アクターと対応するための追加
のプラットフォームを設置する



Needs evaluation by ACT-A
ACT-Aによるニーズ評価

 Vaccines : 2 billion doses by end of 2021
ワクチンは2021年末までに20億本が必要

 245 million treatment courses by mid 2021
治療薬は2021年半ばまでに2億4500万人分が必要

 500 million tests by Mid 2021
検査法は2021年半ばまでに5億件分が必要



Actions by Japan
日本の対応

 Donation of Avigan (Favipiravir) : March-
アビガンの海外供与を開始： 3月～

 Proposal of “G7 pool” : April-
“G7 プール″の提案： ４月～

 300 million USD pledge at Global Vaccine Summit: June
「グローバル・ワクチン・サミット」でGaviワクチンアライアンスへの３億ドルの拠出を表明: 6月

 Bilateral vaccine deals: July-
Pfizer-120M, Astrazeneca-120M, Moderna-50M and so on
個別のワクチン購入合意: 7月～、ファイザー1.2億本、アストラゼネカ1.2億本、モデルナ0.5億本

 Participation in COVAX Facilitiy & support for AMC: Sep/Oct
COVAXファシリティ参加表明、AMCへの支援表明: 9月/10月



Challenges 今後の課題

NEEDS ニーズ

 Early access 早期のアクセス

 At scale (need manufacturing capacities) 量の確保（生産キャパシティが必要）

DECISIONS 意思決定

 WHA resolution (May) – WTO TRIPS Waiver (Oct)
WHO総会決議（5月）－WTO TRIPS 規定の免除（10月）

 COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP)
新型コロナ感染症技術アクセスプール(C-TAP)

 COVAX
COVAXファシリティ

 Bilateral deals
製薬会社との個別の取引



Thank you!

Sign up for our newsletter at
www.msfaccess.org




