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ベトナム 

麻疹ワクチン製造施設建設計画 

 

外部評価者：グローバルリンクマネージメント株式会社 

三浦 順子 

0．要旨 

本事業の実施は、ベトナムの開発政策及び日本の援助政策と合致している。開発ニーズ

に関しては、計画時と事後評価時の間で定期接種に必要とされるワクチン量についてずれ

が生じている。しかし、事後評価時においても依然として、麻疹の罹患数は小児の 6 大感

染症のなかで も高いこと、数年おきにアウトブレイクが起きていること、国産麻疹ワク

チンの安定供給という事業の緊急性が高いこと、需要量減少の理由は計画時には想定でき

なかった外部要因によるものであることから、総合的に勘案して妥当性は高いと言える。

本事業は事業費及び事業期間ともにほぼ計画通りであり効率性は高い。本事業の実施によ

り、世界保健機関（WHO）の医薬品適正製造基準（GMP）1を満たした麻疹ワクチン 750

万ドース/年を製造できる物理的・技術的能力を獲得し、かつ安定的に供給するという事業

目的を達成しており、他の協力との相乗効果も発現している。一方、事後評価時の麻疹ワ

クチン年間製造量は約 330 万ドース/年であり、計画時の目標値の 44％、事後評価時の需要

（定期接種に必要な量）の 67％に留まっている。需要の 67％に留まっている理由は、定期

接種の 2 回目に輸入ワクチンが使用されていることであり、実施機関にとっては外部要因

である。しかし、2010 年以降のベトナム政府の対応として、定期接種用の輸入ワクチンの

量を減らし、POLYVAC 製ワクチンの買上量を増やすことが出来た可能性も否めない。製造

量が今後増加する可能性についても確認されたが、現時点での有効性は中程度と言える。

本事業のインパクト指標達成への貢献を測定しうるのは 2010 年以降であることから、現時

点で貢献を評価することは困難であるが、麻疹ワクチンの 2 回接種率の維持等、想定され

た正の間接的効果は、ほぼ目標値を達成している。本事業の維持管理は体制、技術、財務

状況ともに問題なく、本事業によって発現した効果の持続性は高い。以上より、本事業の

評価は非常に高いと言える。 

                                                        
1 GMP には基本的な考え方が示されており、詳細な対応・実施方法は記載されていない。各ワクチンメ

ーカーがその考え方を解釈し、実施計画を策定し、実行するものである。2 年に 1 度行われる査察にお

いては、解釈に関して査察官との質疑応答があり、査察官が納得する論理的な説明、エビデンスの提

供が求められる。また、査察はその時点の世界で も新しい知見に基づき行われることから、GMP へ

の適合を維持し続けることは容易ではない。 
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1．案件の概要 

 

事業地域の位置図 
POLYVAC 製麻疹ワクチン（右） 

及び注射用蒸留水（左） 

 

1.1 事業の背景 

ベトナム社会主義共和国（以下、ベトナム）政府は、乳児死亡率、5 歳未満児死亡率の

低減及び感染症流行の抑止のための有効な手段として、1981 年以来、予防接種拡大計画

（Expanded Program on Immunization: EPI）を国家プログラムとして実施している。計画当時、

高い EPI 接種率を目指し、かつ EPI ワクチン（ポリオ、麻疹、ジフテリア、百日咳、破傷

風、結核）の自給体制の整備に取り組み、麻疹ワクチンを除く EPI ワクチンの国内生産が

可能になっていた。ワクチン接種率は 1993 年以来 1 回接種で 93%以上を維持していたが、

PVF2及び SVF3の増加により、1997 年を境に患者の増加が見られた。2000 年には年間 19,000 

例の麻疹患者が発生するなど 7～8 年おきに流行が起きており、1 回接種の効果の限界を示

していた。このような状況に鑑み、ベトナム政府は WHO の提言に基づき 2 回の定期接種

を段階的に導入し始めた。これにより、麻疹ワクチンの必要量も増加するが、先進国ワク

チンメーカーが比較的安価な麻疹ワクチン製造から高利潤のワクチン製造に方向転換を図

る傾向にあることから、麻疹ワクチンを輸入に頼っているベトナムでは、安価な麻疹ワク

チンの安定供給が懸念された。このような状況のもと、ベトナム政府は日本政府に本事業

を要請した。2003 年、日本政府はベトナム保健省の直轄機関としてワクチン製造を行って

いた当時ポリオワクチン研究・製造センター4（現ワクチン・生物製剤研究・製造センター: 

POLYVAC）の一部として、麻疹ワクチン製造施設を無償資金協力により建設した。本事業

完了後、麻疹ワクチン製造技術に関する技術協力を実施することとなった。 

 

1.2 事業の概要 

ベトナム国ハノイ市において、ベトナム国唯一の麻疹ワクチン製造施設および品質管理

施設の建設、製造に必要な機材の調達、ソフトコンポーネントを実施することにより、

WHO-GMP に適合する麻疹ワクチンの製造と安定供給を図る。事業の概要は表 1 のとおり。 

 

                                                        
2 Primary Vaccine Failure:低温保管体制の不備に起因するワクチンの効力の低下等により免疫が獲得され

ないこと。 

3 Secondary Vaccine Failure:一旦抗体を獲得したにも関わらず、接種十数年後に再度罹患すること。 
4 旧 POLIOVAC: Poliomyelitis Vaccine Research and Production Center。後に Center for Research and 

Production of Vaccines and Biologicals: POLYVAC に名称変更。 
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表 1 事業の概要 

E/N 限度額／供与額  2,277 百万円 / 2,271 百万円 

交換公文締結（／贈与契約締結） 詳細設計：2003 年 2 月、入札・監理・工事：2003 年 6 月 

実施機関 ワクチン・生物製剤研究・製造センター（POLYVAC） 

事業完了 2006 年 3 月 

案件従事者 本体 施工：株式会社大林組、機材調達：三菱商事株式会社、オガワ精

機株式会社 

コンサルタント 共同企業体 株式会社日本設計・日揮株式会社 

基本設計調査 「麻疹ワクチン製造施設建設計画」2002 年 3 月～2002 年 9 月 

詳細設計調査 2003 年 5 月～2003 年 10 月 

関連事業 技術協力プロジェクト「麻疹ワクチン製造基盤技術移転プロジェ

クト」（2006 年 3 月～2010 年 3 月）5。 

ソフト型フォローアップ協力（2010 年 4 月～2011 年 3 月）。 

フォローアップ調査（2010 年 8 月～2010 年 11 月）。 

ハード型フォローアップ協力（2011 年 1 月～2011 年 8 月）。 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

三浦 順子 グローバルリンクマネージメント株式会社 

 

2.2 調査期間 

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2010 年 12 月~2011 年 11 月 

現地調査：2011 年 4 月 3 日～4 月 17 日、7 月 4 日～7 月 15 日 

 

2.3 評価の制約 

POLYVAC 製麻疹ワクチンの投与が開始されたのは、2009 年 11 月の販売ライセンス取得

以降のことであることから、間接的効果の指標である麻疹ワクチン 2 回接種者数や 2 回接

種率等の改善への本事業実施による貢献を現時点で測ることは困難である。 

 

3．評価結果（レーティング：A6） 

3.1 妥当性（レーティング：③7） 

3.1.1 開発政策との整合性 

計画時、「長期保健医療政策（2001 年～2010 年）」では、公共医療政策と予防医学の重要

性を指摘しており、2008 年までにすべての小児に対する麻疹ワクチンの一斉投与の実施と

2 回の定期接種の実施、2010 年までに麻疹抑制達成を目標とした。また、可能な範囲で国

                                                        
5 プロジェクト目標は、「WHO-GMP 基準に準拠したベトナム国 GMP 基準に合致した麻疹ワクチンを、

ベトナム国の麻疹対策に必要な分量を製造できる能力を持つ」であり、上位目標は、「ベトナム国にお

ける麻疹罹患率が現時点（プロジェクト開始時）よりも低下する」である。成果は、1）POLYVAC ス

タッフが、VN-GMP 基準に適合した麻疹ワクチンの製造技術を習得する、2）製造・品質管理が、

VN-GMP 基準に準拠したものとなる、である。 
6 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 

7 3:高い、2:中程度、1:低い。  
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内生産ワクチンの調達比率を高めることが目標として掲げられていた。 

 

事後評価時、EPI の目的と方向性に関する指針（2006 年～2010 年）8は、1）麻疹罹患率

を 2010 年までに人口 10 万対 1 以下に削減すること、2)１歳児～2 歳児の 2 回接種実施率を

95％以上にするため、定期接種に加えてキャンペーンを実施すること、などを掲げている。

また、保健セクター5 ヵ年計画（2011 年～2015 年）は、麻疹ワクチンも含めて EPI ワクチ

ンを国内生産すること、GMP 基準を満たすことを目標に掲げている。EPI ワクチンの国内

生産という目標は、2010 年 9 月の”Investment in the pharmaceutical field towards 2020”とい

う会議においても副首相により宣言されている9。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

計画時、ベトナムにおいて小児の 6 大感染症（ポリオ、麻疹、ジフテリア、百日咳、破

傷風、結核）の小児罹患数および死亡数が も高いのは麻疹であった10。2000 年には年間

19,000 例の麻疹患者が発生し、1 回接種の効果の限界を示していた。このような状況に鑑

み、2000 年以降、ベトナム政府は WHO の提言に基づき 2 回の定期接種を段階的に導入し

始めた。2 回接種によるベトナム国内における麻疹ワクチンの必要量の増加とは相反して、

先進国ワクチンメーカーが比較的安価な麻疹ワクチン製造から高利潤のワクチン製造に方

向転換を図る傾向にあったことから、麻疹ワクチンを輸入に頼っていたベトナムでは、安

価な麻疹ワクチンの安定供給には高い緊急性があった。 

 

事後評価時、小児の 6 大感染症のうち、麻疹の罹患数が も高く、5,358 例、2 番目が結

核で 408 例11であり、2005 年～2009 年の小児 6 大感染症のうち小児罹患数が も高いのも

麻疹である。また、2009 年の疑い症例数は約 23,056 例12と、いまだアウトブレイクも起き

ている。さらに、ワクチンの輸入プロセスの遅延が 2 回接種率に影響を及ぼすことも鑑み

ると、国産麻疹ワクチンの安定供給に対するニーズは依然高い。なお、ベトナムでは風疹

の症例が増加していることから、保健省は WHO の提言に基づき、2013 年以降、15～35 歳

の女子を対象として、さらに 2016 年以降は生後 18 カ月の小児も対象として、2 回目の接種

を麻疹風疹混合（MR）ワクチンに切り替える方針を検討している。右のようなニーズの変

化に対応するため、MR ワクチン製造にかかる技術の習得を目的として、現在、ベトナム政

府は、技プロ「麻疹ワクチン製造基盤技術移転プロジェクト」フェーズ 2（仮称）について

申請準備中である。政府方針は 2 回接種のうち 1 回を MR に切り替えるものであることか

ら、麻疹単味ワクチンのニーズは依然として高い。 

 

ただし、定期的に必要とされるワクチン量に関して計画時と事後評価時との間にずれが

                                                        
8 EPI の目的と方向性に関する指針（2011 年～2015 年）は現在策定中のため、2006 年～2010 年版が現行

指針。 

9 出所：ベトナム政府文書 245/TT-VPCP。 

10 出所：保健年鑑、2000 年。 

11 出所：保健年鑑、2010 年。データは 2009 年のもの。 

12 出所：Measles and Rubella cases confirmed by laboratory and others, Viet Nam, 2003-2011, WHO,2011。 
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生じている。事後評価時のワクチン需要量が計画時より少ない理由として 2 点挙げられる。

第一に、表 2 の対象者のとおり、計画時の対象者には山岳地域のハイリスクエリアを含む

全国の 1 歳児未満の乳児及び 5 歳児に加えて、ハイリスクエリアの 1～2 歳児及び 6～10 歳

児 120 万人も含まれていたが、2002 年以降のコールドチェーンの整備と麻疹撲滅キャンペ

ーンの相乗効果により、事後評価時までにハイリスクエリアの 1～2 歳児及び 6～10 歳児に

対する定期接種が不要になったことが挙げられる。第二に、表 2 の対象者数のとおり、事

後評価時の全国の対象人口が、計画時に算出された全国の対象人口より 60 万人少ないこと

が挙げられる。2002 年以前の出生数のデータは得られなかったが、2003 年～2008 年の年平

均出生数が約 1,494,000 人13であることからも、対象人口が計画時の算定より少ないことが

分かる14。 

なお、2005 年及び 2009 年のアウトブレイクを受けて、特に 1～5 歳児への接種率を上げ

るため、2011 年以降、2 回目接種を生後 18 ヵ月とする方針に変更した。今後出生数に大き

な変化がなければ、対象者数の大幅な変更はないと見込まれる。 

 

表 2 麻疹ワクチンの定期接種対象者とワクチン需要量 

 計画時（2002 年） 
技術協力中間評価時

（2007 年） 
事後評価時 
（2011 年） 

対象者 ･ ハイリスクエリアを含む全国の乳

児（1 歳児未満）約 180 万人、5 歳

児約 180 万人、 
･ 山岳地域のハイリスクエリアの小

児（1～2 歳児：約 60 万人、6～10
歳児：約 60 万人）。 

1 回目が生後 9 ヵ月の

乳児 160 万人、2 回目

が 6 歳未満児15250 万

人。 

1 回目が生後 9 ヵ月、2 回

目が生後 18 ヵ月の小児。

各回約 150 万人/年。 

対象者数 全国の乳児及び 5 歳児：計 360 万人。

ハイリスクエリアの 1～2 歳児及び 6
～10 歳児：計 120 万人 
合計約 480 万人/年。 

計 410 万人 計約 300 万人。 

ワクチン需

要量 
約 480 万/年×廃棄係数 1.5（注）＝720
万/年＋予備 30 万/年＝750 万/年。 

約 410 万/年×廃棄係

数 1.5=615 万/年。 
約 300 万/年×廃棄係数

1.5=450 万/年＋予備 40 万

/年＝490 万/年 

出所： 事前評価表（2002 年）、「麻疹ワクチン製造基盤技術移転プロジェクト」中間評価報告書（2007 年）

及び国立感染症研究所（NIHE）提供資料（2011 年）。 
注： 廃棄係数＝100÷（100-廃棄率）。廃棄率は約 33％で、歩留まり率は 67％。なお、上記の廃棄係数は、

フリーズドライ製法で 1 バイアル（1 瓶）10 ドース（10 人分）を前提としている。例えば、ふたを

開けてから 6 時間以内に 1 人しか接種しない場合、9 ドース分が廃棄の対象となる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

計画時の「ODA 国別データブック」（2002 年度版）の重点分野は、人づくり・制度作り、

電力・運輸などの経済インフラ整備、農業・農村開発、教育、保健・医療、環境の 6 分野

であり、本事業は保健・医療に含まれていることから、日本の対ベトナム援助方針と合致

していたと言える。 

                                                        
13 出所：WHO Bulletin 2011, オリジナルデータ：UNICEF。 
14 出生率も計画時以降事後評価時にかけて減少傾向にある。1999 年が 18.62、1999 年～2004 年が 17.91、

2004 年～2009 年が 17.75、2009 年～2014 年の予測が 16.59。Health in Asia and the Pacific, WHO。 
15 計画時、2 回目の接種対象者は 5 歳児であり、「EPI の目的と方向性に関する指針（2006 年～2010 年）」

では「6 歳未満児（就学前）」である。しかし、実質的には同義であると考えられる。 
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以上より、本事業の実施はベトナムの開発政策及び日本の援助政策と合致している。開

発ニーズに関しては、計画時と事後評価時の間で定期接種に必要とされるワクチン量につ

いてずれが生じている。しかし、事後評価時においても依然として、麻疹の罹患数は小児

の 6 大感染症のなかで も高いこと、数年おきにアウトブレイクが起きていること、国産

麻疹ワクチンの安定供給という事業の緊急性が高いこと、需要量減少の理由は計画時には

想定できなかった外部要因によるものであることから、総合的に勘案して妥当性は高いと

言える。 

 

3.2 効率性（レーティング：③） 

3.2.1 アウトプット 

アウトプットは、ほぼ計画通り完了した。アウトプットは表 3 のとおり。 

 

表 3 アウトプット比較（計画/実績） 

事項 計画 実績 

日本側 ＜施設＞ 
ワクチン製造棟及び動物実験棟の建設、機械棟の

設備工事 
＜機材＞ 
水供給ユニット、ゴム栓洗浄機滅菌機、充填機、

巻締め機、高圧蒸気滅菌機、ラミナーフローユニ

ット、培養器、乾燥機、冷凍庫等。 
＜ソフトコンポーネント＞ 
麻疹ワクチン製造施設へのバリデーション のう

ち、6 段階16のうち 3 段階（設計時適格性検証、設

備据付時適格性検証、運転時適格性検証）に関す

る技術指導と GMP 関連書類の整備、および施設維

持管理にかかる技術指導。 

計画通り。 

ベトナム側 ＜施設＞管理棟、駐車場棟、従業員食堂、守衛所、

機械棟建築工事、井戸、焼却炉、外構 
＜機材＞家具、ロッカー、棚など。 

計画通り。ただし、ベトナム側負

担の焼却炉については、ハノイ市

の規制により設置が許可されなか

ったため、削除された。 

出所：基本設計報告書（2002 年）及び質問票回答。 

 

 
麻疹ワクチン製造施設正面 ODA 銘板 ラベル貼りの様子 

 

                                                        
16 性能適格性検証（PQ）及び培地重点試験（MFT）、製造工程適格性検証（PV）に関しては、技術協力

プロジェクトにより技術指導を行った。 
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3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

本事業の E/N 限度額は 2,277 百万円、ベトナム側積算額は 230 百万円であるのに対し、日

本側の実績は 2,271 百万円（計画比 99.7％）、ベトナム側負担額の実績は 547 百万円17であっ

た。したがって、日本側の実績は計画内に収まったものの、ベトナム側の実績は増加した。

その理由は、シード代、試験製造にかかる費用、運営・維持管理費等を見積金額に含めて

いなかったことや市場価格の上昇などであり、増額はやむを得ないものであった。 

 

3.2.2.2 事業期間 

事業期間は 2003 年 5 月から 2006 年 3 月までの 35 ヵ月であり、計画通りであった18。 

 

以上より、本事業は事業費及び事業期間ともにほぼ計画通りであり効率性は高い。 

 

3.3 有効性（レーティング：②） 

3.3.1 定量的効果 

(1) 麻疹ワクチン年間製造量 

本事業により建設された麻疹ワクチン製造施設における麻疹ワクチンの年間製造量

は表 4 のとおり。 

 

表 4 麻疹ワクチン年間製造量（単位：ドース/年） 
指標 製造開始1年目及び

2年目目標値

製造開始 3年 目

以降目標値

製造開始1年目

実績（2009年）

製造開始2年目

実績（2010年）

製造開始3年目実

績(2011年)
輸入原液からのバ
ルク製造ワクチン

50万 0 約30万 0 0

種ワクチンからの
一貫製造ワクチン

0 750万 約237万 約239万
注2

約330万

ワクチン年間製造
量合計（注1）

50万 750万 約267万 約239万
注2

約330万

 
出所： 目標値は事前評価表。実績値と 2011 年見込みは、POLYVAC 製造管理記録。 
注 1： ワクチンは余裕を持って注文数より多く製造する必要があるため、年間製造量は、「保健省の

POLYVAC 製ワクチン買上量」よりも多い。 
注 2： 製造過程における頻繁な停電により品質保証が100％得られなかったため廃棄した30万ドースにつ

いては含まない。 

 

本事業では、製造開始 1 年目の 2009 年までに、計画時想定された 750 万ドース/年の

製造能力を獲得した。一方、表 4 のとおり、製造開始 3 年目の目標値 750 万ドース/年

に対して、2011 年の年間製造量実績は、需要との関係で製造量調整を行った結果、約

330 万ドース/年（目標の約 44％）に留まっている。約 330 万ドース/年は、事後評価時

の定期接種ワクチン需要量 490 万ドース/年の約 67％に相当する。67％に留まっている

理由は、2007 年以降、GAVI の支援により定期予防接種 2 回目分とキャンペーン用の麻

疹ワクチンの購入支援が開始し、輸入ワクチンが使用されるようになったことが挙げ

られる。GAVI による輸入ワクチン供給は 2012 年までの時限的な対応であることから、

                                                        
17 78,196,648,000VND。2003 年 5 月～2006 年 3 月の平均レート 1VND=0.0070 で計算。 
18 ただし、ロッカーなど一部備品の設置などは 2006 年 6 月に設置完了。 
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2013 年以降は保健省予算による POLYVAC 製ワクチンの注文数が増加する可能性があ

り、それに伴い製造量も 490 万ドース/年まで増加する可能性が高い。 

 

年間製造量に影響を及ぼすその他の要素としては、以下の点が挙げられる。 

1) 妥当性で述べたとおり、2013 年以降、ベトナム政府が 2 回目の接種を MR ワ

クチンに切り替える方針を採用すると、麻疹単味ワクチンの製造量が半減す

る可能性がある。しかし、環境が整って MR ワクチンが製造可能となった場

合は、麻疹単味ワクチンと MR ワクチンの総量としては現状維持となる可能

性がある。 

 

2) 下記のとおり、ベトナムの国家ワクチン検定機関（NRA）が認証を取得し、

POLYVAC が WHO の事前資格（Prequalification）を取得できれば、本事業対

象施設が製造した麻疹ワクチンをキャンペーン分19に使用することや輸出が

可能となるため、設備能力の活用が進むと推測される。 

 

国際機関の支援で行うワクチン投与では、WHO の事前資格を取得したワクチンのみ

使用を許可されているため、ベトナム政府は事前資格を得ていない POLYVAC のワク

チンを購入することができない。さらに、POLYVAC の WHO に対する事前資格申請に

は、NRA が WHO からの認証を取得することが必要である。本プロジェクトで製造さ

れる麻疹ワクチンに係わる許認可は、NRA の業務であり、ベトナム国では、4 機関20が

6 つの機能21を分担して行っている。しかし、これまでのところ、NRA の認証取得には

至っていない22。2008 年 12 月の WHO による非公式審査に引き続き、2011 年 5 月、再

度非公式審査が行われた。今後、5 月に策定された NRA 強化のためのロードマップに

沿って、公式審査に向けて必要な手順を踏んでいくことになる。同時に、POLYVAC は、

2年に 1度実施される GMP審査（次回は 2012年）により麻疹ワクチンの品質を確認し、

事前資格を申請できるよう模索する予定であり、そのためにもベトナム政府は一刻も

早く認証を取得することが望ましい。 

 

                                                        
19 これまで大規模なキャンペーンに必要なワクチンに関しては、GAVI やユニセフ・WHO の外部資金で

輸入してきた。 
20 保健省の医薬品管理局（DAV）、科学研修局（DST）、医療予防局（VAPM）と国立ワクチン・生物製

剤管理研究所（NICVB）。計画時、CENCOBI（現 NICVB)が NRA として 6 つの機能すべてを担当し、

WHO の支援によりその機能強化が進められていた。しかし、その後ベトナム政府の方針変更で保健省

の各局とNICVBが分担することになり、NRA強化プロセスは当時の予定より遅れている。倫理委員会

と許認可委員会の 2 つの委員会の認証も NRA 認定の要件となっているが、両方に関して委員の利益相

反の問題を WHO から指摘されており、WHO が継続して指導を実施している。 
21 6 つの機能とは、許認可、GMP 査察、臨床試験承認、ラボアクセス、ロットリリース、販売後サーベ

ランス。 
22 NRA の認証取得は計画時の M/D でもベトナム側が行うと確認されていた。 
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(2) 総供給量に占める POLYVAC が製造した麻疹ワクチンの割合 

表 5 総供給量に占める POLYVAC が製造した麻疹ワクチンの割合 

指標（単位） 2009年実績 2010年実績 2011年実績

保健省のPOLYVAC製ワクチ

ン買上量（ドース）

130万 200万 320万
(注2)

GAVIによる輸入ワクチン供

給量（ドース）

174万 158万 170万

ユニセフ・WHOによる輸入

ワクチン供給量（ドース）

0 810万
（注1）

0

総供給量（ドース） 304万 1,168万 490万(注3)

POLYVAC製の総供給量に占

める割合（％）

43% 定期接種のみの場合：         56%
キャンペーンも含めた場合：17%

65%

 
出所： NIHE 質問票回答及び 2011 年 EPI 計画。 
注 1： 1 歳～5 歳の 730 万人を対象にキャンペーンを実施。 
注 2： 年間製造量は 330 万/年であるが、保健省による買上量は 320 万/年である。 
注 3： 490 万ドースは、保健省が計画している対象者数（300 万人）に基づいて算出された総供給 

量である。 

 

POLYVAC はベトナムで唯一の麻疹ワクチンメーカーである23。表 5 のとおり、定期接種

のみを見た場合、POLYVAC 製ワクチンの総供給量に占める割合が、2009 年から 2011 年に

かけて年々上昇している。定期予防接種の 2 回目用ワクチンが GAVI により 2011 年まで確

保されることになっているが、それを除く定期予防接種用ワクチンの全量が POLYVAC から

調達されている。 

 

3.3.2 定性的効果:麻疹ワクチン製造に必要な技術的能力の習得 

効率性で述べたとおり、本事業では、設計時適格性検証（DQ）、設備据付時適格性検証（IQ）、

運転時適格性検証（OQ）のバリデーション技術にかかる指導を行い、職員は事業完了まで

に右技術を習得した。また、本事業によりファシリティライセンス取得に必要な GMP 関連

書類が整備され、POLYVAC は、事業完了翌月の 2006 年 4 月に NRA からファシリティライ

センスを取得した。さらに、技術協力プロジェクト実施期間中の 2008 年に GMP 審査に初

めて合格し、2009 年から麻疹ワクチンを国内で販売できるようになった。 

 

3.3.3 技術協力プロジェクト及び各機関との協力との相乗効果 

本事業と技術協力プロジェクトは、GMP 基準に適合した麻疹ワクチンを製造し、安定供

給するという目的を共有している。本事業ではこれらの目標達成に必要な施設・設備・機

材を整備し、技術協力ではそれらを活用して製造・品質管理技術の習得を確立することに

より、本事業による施設完成のわずか 3 年後に共通の目的が達成された。目的が順調に達

成した背景には、以下のとおり、本事業計画以前から技術協力実施に至るまでの様々な機

関との協力や技術協力を含めた他スキームとの連携があったことが挙げられる。 

 

                                                        
23 ベトナムでは、POLYVAC、IVAC、VABIOTEC、ダラットワクチンセンターの国営ワクチン製造会社 4

社が 9 種類のワクチン製造をそれぞれ独占的に行っている。 
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1) 1990 年代、日本政府は POLYVAC のポリオワクチン製造技術の確立に向けて機材

供与などを通じて協力しており、本事業開始前に POLYVAC がポリオワクチンの

製造技術を確立していたことが、類似する麻疹ワクチンの製造技術の速やかな確

立に貢献したこと。 

2) 1997 年以降、所長や各部門のマネージャーをはじめ、麻疹ワクチン製造業務の中

心となる職員が、のちに本事業のソフトコンポーネントや技術協力に従事する専

門家から、麻疹ワクチン原液製造と品質管理などに関して北里研究所において研

修を受けていたこと、またそれにより、本事業及び技プロに先行して、円滑な技

術移転に必要不可欠な信頼関係を専門家と構築していたこと。 

3) 2002 年に POLYVAC と北里研究所が、麻疹ワクチン製造技術とシードウイルス

（AIK-C 株）の移転に関する技術移転協定を締結したこと。 

4) 保健省、WHO、北里研究所、POLIVAC が緊密に意見交換し、本事業の計画を綿

密に策定したこと。 

5) 本事業の基本設計調査団に団員として参加した北里研究所の専門家がソフトコン

ポーネントに製造技術提供者として従事し、さらに、ソフトコンポーネントに従

事した専門家 10 名が技術協力に専門家として従事すること等を通じて、本事業計

画当初から GMP 審査合格までの青写真を実施機関側と共有し、着実に実現してき

たこと。 

6) 本事業実施中から技術協力との連携が計画され、本事業完了直後から技術協力が

実施され、GMP 審査に必要な技術が円滑に移転されたことなどが挙げられる。 

 

以上より、本事業の実施により、GMP 基準を満たした麻疹ワクチン 750 万ドース/年を製

造できる物理的・技術的能力を獲得し、安定的に供給するという事業目的を達成した。ま

た、他の協力との相乗効果も発現しており、後述するとおり、間接的効果指標もほぼ達成

している。一方、麻疹ワクチン年間製造量は、計画時設定された目標値の 44％、事後評価

時の需要の 67％に留まっている。需要の 67％に留まっている理由は、定期接種の 2 回目に

輸入ワクチンが使用されていることであり、実施機関にとっては外部要因である。しかし、

2009 年 11 月までに POLYVAC が麻疹ワクチンを 750 万ドース/年を製造する能力を獲得し、

かつ販売ライセンスを取得したことを鑑みると、2010 年以降のベトナム政府の対応として、

GAVI と協議の上、定期接種用の輸入ワクチンの量を減らし、POLYVAC 製ワクチンの買上

量を増やすことが出来た可能性も否めない。以上を総合的に判断して、有効性は中程度で

ある。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

計画時、本事業の実施は、1) 麻疹ワクチン 2 回接種対象者数、接種者数及び接種率の維

持、2) 乳児の麻疹ワクチン接種率、成人を含む麻疹症例数、罹患率、死亡率の改善に貢献

することが期待された。 

 

本事業の間接的目標指標への貢献を現時点で評価することは困難であるが、後述すると
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おり、間接的効果の指標は目標値をほぼ達成している。現時点で貢献を評価することが難

しいのは、POLYVAC 製麻疹ワクチンの投与が開始されたのは、2009 年 11 月の販売ライセ

ンス取得以降のことであり、上記の目標指標への貢献を測定しうるのは、早くても 2010 年

以降であるためである。ただし、9 ページに述べたとおり、定期接種に必要な麻疹ワクチン

総供給量における POLYVAC 製ワクチンの占める割合は年々上昇し、2011 年も増加が見込

まれることから、今後、指標達成への貢献の度合いが大きくなる可能性は高い。 

 

3.4.1.1 麻疹ワクチン 2 回接種対象者数、接種者数及び接種率 

麻疹ワクチン 2 回接種対象者数、接種者数及び接種率を表 6 に示す。 

 

表 6 麻疹ワクチン 2 回接種対象者数、接種者数及び接種率 
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績

2回接種対象者数

（人）

2,200,000 9,000,000 11,000,000 1,000,000 2,400,000 NA 1,471,146 1,351,164 1,228,861 1,526,671 1,536,461

2回接種者数（人） 288,902 6,640,859 NA NA >2,280,000 NA 1,466,129 1,244,860 1,175,120 1,471,627 1,500,635

2回接種実施率（％） 13.1 73.8 NA NA >95% NA 97.9 92.1 95.6 96.4 97.7

指標（単位） 2005 年～2010年
目標値

 
出所： 目標値は事業事前評価表。実績は、NIHE 質問票回答。 
注 1： 2001 年～2004 年の 2 回接種対象者は生後 9 ヵ月～10 歳児。2005 年～2010 年目標値の 2 回接種対象

者は、全国の 5 歳児 180 万人及びハイリスクエリアの 6～10 歳児 60 万人、計 240 万人。 
注 2： 2002 年と 2003 年の 2 回接種対象者数は、全国規模の麻疹撲滅キャンペーンを実施したため、定期

接種のみの年より多い。 

 

表 6 のとおり、2005 年～2010 年の 2 回接種対象者数の目標値 240 万人/年に対して、2006

年～2010 年の実績値は約 150 万人/年と少なくなっている。理由は以下のとおりである。2005

年～2010 年の 2 回接種対象者数の目標値は、全国の 5 歳児 180 万人及びハイリスクエリア

の 6～10 歳児 60 万人、計 240 万人を想定していた。しかし、妥当性で述べたとおり、ハイ

リスクエリアの 1～2 歳児及び 6～10 歳児計 120 万人が定期接種対象者からはずれたことか

ら、2 回接種対象者数が全国の 5 歳児のみとなったことである。また、2 回接種対象者につ

いて、計画時は 5 歳児約 180 万人を見込んでいたが、2006 年以降の実績データによると、6

歳未満児 120～150 万人で推移している。 

一方、2 回接種実施率については、2007 年を除いて、2006 年～2010 年まで目標値 95％を

達成している。右指標が 2007 年に 92.1％と若干目標値を下回った理由は、ワクチンの輸入

プロセスの遅延である24。これは、麻疹ワクチンの国産化の必要性を示すものである。 

 

3.4.1.2 乳児の麻疹ワクチン接種率、麻疹症例数、罹患率および死亡率 

乳児の麻疹ワクチン接種率、および成人を含む麻疹症例数、罹患率、死亡率は表 7 のと

おり。乳児の麻疹ワクチン接種率は、2010 年に目標値として設定された数値を達成してい

る。また、死亡率も、2005 年～2010 年までゼロであり、2010 年の目標値を達成している。

一方、麻疹症例数は目標値がないため比較は出来ない。罹患率が 2010 年に目標値を達成で

きなかったのは、2009 年～2010 年にかけて麻疹のアウトブレイクが発生したことによる。 

                                                        
24 出所：NIHE 聞き取り調査。 
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表 7 乳児の麻疹ワクチン接種率、成人を含む麻疹症例数、罹患率、死亡率 
指標（単位） 1996年

実績

1997年
実績

1998年
実績

1999年
実績

2000年
実績

2005年
実績

2006年
実績

2007年
実績

2008年
実績

2009年
実績

2010年
目標

2010年
実績

乳児の麻疹ワクチン接種
率（％）

96 96 95.8 93.8 96.6 98.6 96.4 87.9 95.6 96.4 95%以上 97.7

疑い症例数（人） 5,156 6,507 6,507 13,511 17,436 11,604 6,461 5,286 3,425 23,056 NA 15,196

確認された症例数（人） NA NA NA NA NA 410 1,978 17 352 7,818 NA 3,404

罹患率（人口10万対） 6.8 8.6 13.2 17.7 21.2 0.5 2.4 0.02 0.41 6.22 1以下 3

死亡率（人口10万対） 9 0 8 18 10 0 0 0 0 0 1以下 0  
出所： 1996 年～2000 年の実績、及び 2010 年の目標値は事業事前評価表。2005 年～2008 年の疑い症例数

実績は Measles and Rubella cases confirmed by laboratory and others, Viet Nam, 2003-2011,WHO, 2011。
2005 年～2008 年の確認された症例数は、WHO の右資料と NIHE 質問票回答のデータ共に同じ。2009
年と 2010 年の確認された症例数は WHO の右資料の数値。 

注： 罹患率は、確認された症例数に基づいて NIHE により計算された数値。 

 

3.4.2 その他正負のインパクト 

3.4.2.1 自然環境へのインパクト 

自然環境へのインパクトについては特に大きな問題は認められない。毎年、ハノイ市人

民委員会の環境検査に合格している。持続性の項で述べるワーキンググループのうち、環

境汚染管理と環境モニタリング・ワーキンググループが環境分野の取り組みを行っている。 

 

3.4.2.2 用地取得及び住民移転 

住民移転は生じておらず、用地取得プロセスにおいても問題は生じていない。 

 

3.4.2.3 ロタウイルスのワクチンの研究・開発へのインパクト 

POLYVAC では、2000 年以降、下痢症を引き起こすロタウイルスに対するワクチンの研

究・開発を進めてきたが、本事業と技術協力において習得・蓄積した GMP 管理の知識・経

験が、同研究・開発においても役に立っているとのことである。ベトナムでは、5 歳以下の

小児の下痢症の約半数がロタウイルスにより引き起こされているが、ワクチンは国内生産

されておらず、1 ドース約 7 ドルのワクチンを輸入している25。POLYVAC は現在、製造・

販売ライセンスを保健省に申請中であり、取得できれば、ベトナムで唯一のロタウイルス

ワクチン製造メーカーとして、同ワクチンを安価で安定的に供給することができるように

なる。 

 

以上より、計画時に想定された正の間接的効果の指標は、ほぼ目標値を達成した。本事

業のインパクト指標達成への貢献を測定しうるのは 2010 年以降であることから、現時点で

評価することは困難である。しかしながら、麻疹ワクチン総供給量における POLYVAC 製ワ

クチンの占める割合が年々上昇していることから、今後、指標達成への貢献の度合いが大

きくなる可能性は高い。その他のインパクトとして、本事業で習得された GMP 管理の技術

が他のワクチン製造・管理に応用されている例が確認された。負のインパクトは認められ

なかった。 

 

                                                        
25 出所：WHO への聞き取り調査。 
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3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営･維持管理の体制 

麻疹ワクチン製造に従事している職員数は計画値 63 名に対して事後評価時点で 64 名で

あり、GMP に準拠して業務を実施する上で必要数を満たしている。GMP 管理組織は、生産

管理、品質管理、品質保証の 3 部門から構成されており、役割が明確である。また、7 つの

ワーキンググループ26が各機能に関して各部門と連携して取り組んでおり、適正な維持管理

体制が整っている。例えば、リスク管理ワーキンググループは、品質保証部門及びその他

該当部門と連携して、異常・逸脱発生時の原因究明や対応策、再発防止策等について協議・

決定し、組織内で共有する体制を敷いている。 

 

3.5.2 運営･維持管理における技術 

GMP 関連書類、標準操作手順（SOP）関連書類、バリデーション関連書類等、GMP 上必

要な文書は作成されており、規定に従ってほぼ適切に業務が実施されている。GMP 査察は

2 年に 1 度実施され、これまでに 2008 年と 2010 年に 2 回合格している。次回の査察は技プ

ロ及びフォローアップ協力終了後初めての査察となることから、POLYVAC の今後を占う試

金石となる。これまで高い技術レベルを維持している要因として、以下の 3 点が挙げられ

る。 

1) 麻疹ワクチン製造に従事している職員の約 3 分の 2 をポリオワクチンの製造経験

を有する現有職員が占めていること。 

2) 離職率の低さ27や自ら進んで日本語を学習していることなどにもあらわれている

とおり、職員のコミットメントや学習意欲が高いこと。 

3) 技プロ及びフォローアップ協力により北里研究所の指導のもと GMP 基準の遵守

の徹底に努めていること。 

 

一方、技プロの終了時評価時点で、異常・逸脱への対応や、製造原価削減のための安価

な原料や試薬の導入、製造工程への変更バリデーションの点で課題が残されていたことか

ら、ソフト型フォローアップ協力（2010 年 4 月～2011 年 3 月）が実施された。過去半年の

状況は以下のとおりである。 

1) 終製剤工程の製造記録、衛生記録については概ね日常的に記録の定着が見られ

る。 

2) 2010 年後半、原液製造工程で微生物汚染の異常逸脱が発生したが、対応が不十分

であったため、フォローアップ協力において原因特定及び再発防止に向けた対応

が指導された。直接原因は培養瓶の栓の緩みであり、間接原因は熟練職員の退職

後、経験が浅い職員が担当していたことであった。 

3) 変更バリデーションについては、変更管理手順書に沿って概ね適切に行うことが

出来るようになっているものの、例えば、原液製造の試薬のメーカー変更を行う

                                                        
26 これまでに設置されたワーキンググループは以下のとおり。1:キャリブレーション/バリデーション、

2:ホルマリン燻蒸、3:環境汚染管理、4:環境モニタリング、5:調達管理、6:リスク管理、7:文書管理、8:
臨床、9:WHO 事前資格である。2 と 8 が役目を終え、9 は 2010 年に設置された。 

27 0.017％。定年退職者を除く。 
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前に手順を踏んでいなかったことからトラブルが発生した。フォローアップ協力

において、事前にテストロットを入手し、変更する手順を踏むよう指導された。 

4) 教育訓練は年間訓練計画に沿って実施されている。ただし、フォローアップ協力

報告書によれば、教育訓練個人履歴表の記載漏れが多数あるため、個人技術レベ

ルの把握ができるよう書式の改善が提案された。 

 

3.5.3 運営･維持管理における財務 

(1) POLYVAC の収支状況 

EPI ワクチンの製造・調達計画に関しては、保健省の監督のもと、NIHE が管轄して

いることから、POLYVACはNIHEより製造依頼を受け、生産されたワクチンもNIHE に

納品している。POLYVAC は、その売り上げ資金をもとに独立採算による運営を行っ

ている。当面、民営化の予定はなく、経営状況が厳しくなった場合、政府からの支援

を受けられる体制になっている。POLYVAC の収支は表 8 のとおりである。 

 

表 8 POLYVAC の収支状況 
（単位：100 万ドン） 

費目  2008 年 2009 年 2010 年 2011 年見込み

収入 保健省からの補助金 16,000 12,273 0 0

POLYVAC の売上収

入合計 
9,284 16,351 23,802 34,864

麻疹ワクチン売

上収入 
NA 7,109 10,983 16,667

ポリオワクチン

売上収入 
NA 6,585 11,235 16,397

その他収入 NA 2,657 1,800 1,800

総収入 25,284 28,624 23,802 34,864

支出 運営費 24,684 27,637 25,070 28,646

維持管理費 582 727 619 954

総支出 25,266 28,364 25,689 29,600

収支バランス 18 260 -1,887 5,264

出所：POLYVAC 質問票回答 

 

上記のとおり、2008 年と 2009 年は収支バランスを保っていたが、2010 年に赤字と

なった。その理由として、麻疹ワクチン販売数が 200 万ドースに留まったこと、本事

業及び技プロが終了したことから、2010 年以降保健省からのカウンターパートファン

ドがないことが挙げられる。しかし、2011 年には販売数が 大 320 万ドース/年に増加

する予定であることから 2,000 万円程度の黒字に転じる見込みである。また、2012 年

に GAVI の支援が終了することから、2013 年以降販売数の増加に伴う売り上げ収入の

増加が見込まれる。なお、2013 年以降、MR ワクチンが導入され、本事業対象施設で

製造出来ない場合は収入減となるが、環境が整って製造可能となった場合には、単味

ワクチンより混合ワクチンの単価が高いことから、収入増となる可能性がある。 

POLYVAC 全体を見た場合、既存のポリオ部門の収入も安定して伸びており、麻疹ワ

クチン部門が若干赤字となったとしても、POLYVAC 全体の経営基盤が揺らぐことはな

いと判断される。 
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製造原価と販売価格は表 9 のとおりである。計画時の試算（24 円）と、750 万ドー

ス/年製造した場合の現状に基づいた試算（22 円）はほぼ同じである。しかし、現在は

200～300 万ドース/年に留まっているため、製造原価は計画時の約 2 倍超と推定される。

製造単価が高い理由として、これまで多くの試薬を日本から調達していたことが挙げ

られる。フォローアップ協力以降、安価な試薬やキット類への変更バリデーションを

実施し、製造原価削減に努めているが、1) 注文数が 200～300 万ドースに留まっている

こと、2) GMP 基準から異常・逸脱がないように、手順を踏んで試薬や製造工程を変更

する必要があるため、削減には限界がある。 

 

表 9 製造原価と販売価格 

 製造原価 ベトナム財務

省が試算した

販売価格 

2009年～2011年の

保健省の 
買取価格 

計画時の 
試算 

年間 500 万ドース

製造した場合 
年間 750 万ドー

ス製造した場合

ドン NA 9,474 5,674 7,420 5,469

円 24 37 22 29 21

出所： 計画時の試算は基本設計調査報告書、その他は POLYVAC 提供資料。 
注： 計画時の試算は、一貫製造ワクチンの製造 2 年目以降の試算。その他の円貨は、2011 年 4 月の交換

レート（1 VND = 0.003890 JPY）で計算。 

 

以上、製造原価削減については今後も努力が必要であるが、1）過去 4 年間、2010 年

を除いて黒字を保っていること、2）現状の生産量（320 万ドース/年）を維持できれば

黒字経営を維持できると判断されること、3）POLYVAC 全体として経営基盤が安定し

ていること、4）万が一経営状況が厳しくなった場合、政府からの支援を受けられる体

制になっていること、などから財務面では問題ないと言える。 

 

3.5.4 運営･維持管理状況 

本事業施設では、施設内の清潔度やバイオセーフティに従った麻疹ワクチン製造施設内

区画区分、防護服の着用等が厳密に実施されている。資機材、予備部品、原料及び消耗品

等に関しては、在庫管理システムを運用し、調達管理ワーキンググループが中心となって、

適正な在庫管理ができている。施設・機材の維持管理状況は全般的に良い。以下のような

問題点があるが、実施機関やフォローアップ協力によりそれぞれ対応されており、改善が

見込まれる。 

 

1) ハノイ市全体の地盤沈下に伴う、支持杭のない建物の沈下による接続配管類の変

形、敷地全体の沈下に伴う排水管の逆勾配、構造物のひび割れ等が生じた。これ

らの問題に対処するため、ハード型フォローアップ協力（2011 年 1 月～8 月）が

実施された。 

2) CO2 培養器 2 台のうち 1 台のガラス戸が破損し使用できていないことから、フォ

ローアップ協力によりガラス戸が供与される予定であり、供与されれば使用可能

である。 

3) 培養器 D が技術協力で実施された性能適格性検証において期待された機能を発揮

できなかったため、活用されていない。実施機関側は同様のものを購入し、活用
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している。培養器 D は、品質管理部門の洗浄室に設置し、ガラス機器などの洗浄

後の乾燥機として利用されている。 

4) キャリブレーション使用機器の管理記録がなかったことから、フォローアップ協

力において作成を指導された。 

 

 
 

凍結乾燥機 各設備の温度管理用表示版 スペアパーツの棚 

 

以上より、1）過去半年の間に異常・逸脱時の対応や製造原価削減のための変更管理が適

切に行われなかった事例があったものの、これまで実施された GMP 審査はすべて合格して

おり、現在は技術面で問題は認められないこと、2）製造原価削減については今後も努力が

必要であるが、財務面では問題がないこと、3）維持管理状況に関しては問題点があるもの

の、フォローアップ協力等により改善が見込まれること、等から総合的に勘案して、本事

業によって発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業の実施は、ベトナムの開発政策及び日本の援助政策と合致している。開発ニーズ

に関しては、計画時と事後評価時の間で定期接種に必要とされるワクチン量についてずれ

が生じている。しかし、事後評価時においても依然として、麻疹の罹患数は小児の 6 大感

染症のなかで も高いこと、数年おきにアウトブレイクが起きていること、国産麻疹ワク

チンの安定供給という事業の緊急性が高いこと、需要量減少の理由は計画時には想定でき

なかった外部要因によるものであることから、総合的に勘案して妥当性は高いと言える。

本事業は事業費及び事業期間ともにほぼ計画通りであり効率性は高い。本事業の実施によ

り、世界保健機関（WHO）の医薬品適正製造基準（GMP）を満たした麻疹ワクチン 750 万

ドース/年を製造できる物理的・技術的能力を獲得し、かつ安定的に供給するという事業目

的を達成しており、他の協力との相乗効果も発現している。一方、事後評価時の麻疹ワク

チン年間製造量は約 330 万ドース/年であり、計画時の目標値の 44％、事後評価時の需要の

67％に留まっている。需要の 67％に留まっている理由は、定期接種の 2 回目に輸入ワクチ

ンが使用されていることであり、実施機関にとっては外部要因である。しかし、2010 年以

降のベトナム政府の対応として、定期接種用の輸入ワクチンの量を減らし、POLYVAC 製ワ

クチンの買上量を増やすことが出来た可能性も否めない。製造量が今後増加する可能性に

ついても確認されたが、現時点での有効性は中程度と言える。本事業のインパクト指標達
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成への貢献を測定しうるのは 2010 年以降であることから、現時点で貢献を評価することは

困難であるが、麻疹ワクチンの 2 回接種率の維持等、想定された正の間接的効果は、ほぼ

目標値を達成している。本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事

業によって発現した効果の持続性は高い。以上より、本事業の評価は非常に高いと言える。 

 

4.2 提言 

4.2.1 POLYVAC への提言 

異常・逸脱の再発防止、製造原価の削減、人材育成にかかる努力の継続（有効性、持続

性）以下 3 点をはじめ、フォローアップ協力における指摘事項に留意しつつ、引き続き GMP

の遵守に努め、2012 年の GMP 審査に備えることが望ましい。1）異常・逸脱を未然に防ぐ

ため、より安価な試薬・原料に変更する際、変更管理手順書に厳密に従うこと、2）年間訓

練計画に沿って内部教育訓練を繰り返し実施すること及び部下を指導できる人材を育成す

ること、3）個人技術レベルの把握ができるよう、教育訓練個人履歴表の書式を改善するこ

と。 

 

4.2.2 保健省への提言 

(1) 麻疹ワクチン買取価格の引き上げの検討 

今後も麻疹ワクチンの買取数量が限定的で、POLYVAC の収支がマイナスとなる状況

が続くようであれば、買取価格の引き上げを検討すること。 

 

(2) NRA 強化に向けた努力 

2011 年 5 月の NRA 強化のためのロードマップに沿って、NRA 認証取得に向けてよ

り一層努力すること。 

 

(3) 麻疹風疹混合（MR）ワクチン導入に向けた体制作り 

妥当性で述べたとおり、麻疹のみならず風疹に対する予防対策は喫緊の課題である。

ベトナム政府が 2013 年以降麻疹ワクチンの 2 回目接種を MR ワクチンに代替する方針

を正式に採用するのであれば、それに必要な体制作りを確実に進めていくことが求め

られる。具体的には、MR ワクチン接種の対象者数に基づくワクチン必要量の厳密な予

測、MR ワクチンの入手方法の検討と予算の積算・確保、国内ワクチンメーカーの MR

ワクチン製造技術の確立に向けて必要な技術・財政支援を行うことや、国産ワクチン

の買取に必要な財源の確保が求められる。 

 

4.2.3 JICA への提言 

(1) MR ワクチン導入に向けた体制作りへの支援（有効性、持続性） 

ベトナム政府から、国内ワクチンメーカーの MR ワクチン製造技術の確立に向けて

支援要請があった場合、有効性及び持続性向上の観点から MR ワクチンの製造技術を

移転することも一案である。 
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(2) 国家検定機関（NRA）の認証取得プロセスへの働きかけ 

ベトナム政府、WHO やユニセフと協力して、NRA 強化のためのロードマップに沿

って、NRA4 機関が公式審査に向けて必要な手順を着実に踏んで認証取得できるよう、

後押しすること。 

 

以上 
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