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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：麻疹風疹混合ワクチン製造技術移転プロジェクト 

分野：保健・医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 協力金額：7 億 9,000 万円 

協力期間： 
 
2013 年 5 月～2018 年 3 月 

先方関係機関：ワクチン・生物製剤研究・製造センター

（POLYVAC） 

日本側協力機関：北里第一三共ワクチン株式会社（KDSV） 

他の関連協力：以下の 2 プロジェクト 
（1）無償資金協力「麻疹ワクチン製造施設建設計画」

（2003-2005） 
（2）技術協力「麻疹ワクチン製造基盤技術移転プロジェ

クト」（2006-2010） 
１－１ 協力の背景と概要 
ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）政府は、高い予防接種率の維持や、拡大

予防接種計画（Expanded Program on Immunization：EPI）で使用されるワクチンの国内生産を進め

てきた。2006 年 3 月から 2010 年 3 月までの「麻疹ワクチン製造基盤技術移転プロジェクト」を通

じて、ワクチン・生物製剤研究・製造センター（Center for Research and Production of Vaccines and 
Biologicals：POLYVAC）は麻疹ワクチンの製造を開始できるようになった。 
しかし、2010 年と 2011 年に風疹の流行がみられるようになり、先天性風疹症候群（Congenital 

Rubella Syndrome：CRS）など子どもの健康に対する脅威について、ベトナム国民の理解が深まって

いった。これにより、風疹予防接種実施の重要性も高まり、麻疹風疹混合ワクチンの国内製造に必

要な技術力を得ることが緊急の課題となった。 
 

１－２ 協力内容 
（1）上位目標 

・ベトナムにおける麻疹と風疹の罹患数が減少する。 
 

（2）プロジェクト目標 
・国際基準（WHO-cGMP）に準拠した麻疹風疹混合ワクチン（Measles-rubella Combined 

Vaccine：MR ワクチン）が、POLYVAC によって製造される。 
 

（3）成果 
1．POLYVAC が、MR ワクチン製造業者として適切な技術力を有する。 
2．POLYVAC が WHO-cGMP に適合しつつ、MR ワクチンを適切に製造できる。 
 

（4）中間レビュー時点までの投入 
日本側 

・短期専門家 29 名：プロジェクトマネジメント、品質保証（Quality Assurance：QA）/
医薬品適正製造基準（Good Manufacturing Practice：GMP）/バリデーション、原液製造、

製剤、品質管理（Quality Control：QC）、施設・機材バリデーション 
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・常勤プロジェクトスタッフ：秘書 1 名、通訳 4 名 
・施設改修：風疹ワクチン原液製造、 新 WHO-cGMP への対応 
・本邦研修：参加者 24 名。原液製造、製剤、培地調製、QC、QA、特定の病原体がいな

い（Specific Pathogen Free：SPF）ウサギ飼育。 
・ローカルコスト負担：約 3,303 万円 

ベトナム側 
・カウンターパートの配置：POLYVAC スタッフ 
・ローカルコスト負担：機材、材料の調達、施設・機材の維持管理など 
・日本人専門家の執務スペース 

２．評価調査団の概要 

調査者 

担 当 氏 名 所 属 

総括/団長 吉田 友哉 （JICA 人間開発部保健第三チーム 課長） 

協力企画 野村 明香 （JICA 人間開発部保健第三チーム 調査役） 

評価分析 竹 直樹 （株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング） 

調査期間 2015 年 11 月 16 日～2015 年 11 月 28 日 調査区分：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 成果達成状況 
３－１－１ 成果 1 
（1）指標 1-1：POLYVAC スタッフの技術レベル 

本邦研修で指導を担当した日本人専門家によると、研修参加者のほとんどが 高レベ

ルの「レベル 4」と評価された。また、中間レビュー調査団のインタビューによると、

研修参加者全員が本邦研修で得た知識・技術を活用することができていると表明した。

約 200 工程とされていた MR ワクチン製造工程は、詳細な検討の結果、325 工程となっ

た。 
 
（2）指標 1-2：機材、原材料、スペアパーツ、消耗品の利用・管理状況 

POLYVAC は自らで作成した標準操作手順書（Standard Operating Procedures：SOP）に

基づき機材、原材料、スペアパーツ、消耗品を適切に利用・管理していることが、中間

レビュー調査団により観察された。 
 
３－１－２ 成果 2 
（1）指標 2-1：GMP 関連書類の作成 

POLYVAC は 19 種の GMP 関連文書と 532 種の SOP を作成した。POLYVAC によると、

必要な文書については作成がほぼ終了している。 
 
（2）指標 2-2：GMP 関連書類に沿った製造工程と品質管理の実施 

中間レビュー調査団の観察を通じて、ワクチン製造工程と品質管理試験は GMP 関連

書類に沿って行われていることを確認した。    
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（3）指標 2-3：バリデーションの実施 
定期的なキャリブレーションとバリデーションが、POLYVAC によって行われている

ことを観察した。 
 
（4）指標 2-4：稼働時適格性検証（Performance Qualification：PQ）、製造工程適格性検証

（Process Validation：PV）の実施状況 
風疹ワクチン原液製造に係る PQ と、その後の無菌性検証試験（Process Simulation 

Test：PST）及び PV については 2015 年 9 月に完了したが、2014 年 11～12 月に実施した

PV が不適合となったことで全工程を見直した結果、当初計画から 10 カ月の遅れとなっ

た。 
MR ワクチン製剤については、PQ と培地充填試験（Media Fill Test：MFT）はそれぞ

れ 2015 年 8 月、9 月に完了した。PV については先述のとおり 2016 年 1 月中旬の完了予

定である。風疹ワクチン原液製造 PV の遅れもあって、当初計画から 2 カ月の遅れとな

った。 
 

３－２ 5 項目評価結果 
（1）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は非常に高い。「ベトナム保健開発 5 カ年計画（2011-2015）」に

おいても、EPI や感染症の流行防止などの予防医学の促進を優先項目としている。また、

ベトナムは麻疹と風疹の流行にたびたび見舞われている。本プロジェクトは、EPI や 2014
年の麻疹大流行のような感染症流行への備えに関する保健省（Ministry of Health：MOH）

の能力強化を、POLYVAC の MR ワクチン製造能力強化を通じて支援してきた。 
 

（2）有効性 
本プロジェクトの有効性は非常に高いが、プロジェクト目標達成の見込みは条件付きで

ある。指標の現状を見る限り、成果 1 と 2 はほぼ達成というレベルである。本邦研修参加

者のほとんどが 高レベルの「レベル 4」と評価されており、施設・機材は SOP に沿って

適切に使用、維持管理されている。風疹ワクチン原液の PV に遅れがみられたが、プロジ

ェクト全体の進捗に重大な影響を与えるものではなかった。プロジェクト目標の達成は、

MR ワクチン製造の長期安定性試験と臨床試験の進捗にかかっている。 
 

（3）効率性 
本プロジェクトの効率性は非常に高い。本プロジェクトで供与された機材は、すべて

SOP に沿って適切に使用、維持管理されている。また、本プロジェクトで本邦研修を受け

たあと、離職した POLYVAC スタッフは 1 人もいない。POLYVAC スタッフにしても日本

人専門家にしても、多くが前身のプロジェクトを経験していることも、本プロジェクトを

通じた MR ワクチン製造技術の習得にプラスに作用している。長い年月を通じて構築され

た両者の緊密なコミュニケーションが、プロジェクト活動の効率的な進捗と成果達成度の

現状に貢献している。 
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（4）インパクト 
本プロジェクトの実施により、正のインパクトが既に現れている。本プロジェクトで習

得した知識と技術を基に、POLYVAC のカウンターパートは社内のポリオワクチン（Oral 
Polio Vaccine：OPV）製造に係る GMP 書類整備、キャリブレーション、バリデーションの

指導を行った。ワクチン生物製剤品質管理研究所（National Institute for Quality Control of 
Vaccine and Biologicals：NICVB）に対しても、キャリブレーション、バリデーションの技

術力向上に貢献している。2014 年の麻疹大流行の際には、本プロジェクトはワクチン接種

の重要性と日本の技術が入った POLYVAC 製造の麻疹ワクチンの安全性と効能に関する啓

発を行った。また、国会議員を含め日本からの多くの来訪者受け入れも、本プロジェクト

の評価を高めたと思われる。2015 年 11 月に本プロジェクトの日本人専門家 5 名が、保健

省より「国民健康貢献賞（Memorabilia “For People’s Health”）」の表彰を受けたことも、正

のインパクトと考えられる。 
 

（5）持続性 
POLYVAC が MR ワクチンを製造するための能力は持続し得るが、主に財務面で留意が

必要である。 
【政策面】保健省によると、EPI は現在策定中の保健開発 5 カ年計画（2016-2020）において

も優先活動となっている。保健省は、ベトナム政府の麻疹ワクチンの 2 度目の接種を MR ワ

クチンに切り替える決定の通知を 2014 年に発した。POLYVAC にとって、このような決定は

ワクチンの市場を確保するうえで機会ととらえることができる。 
【人材・技術面】POLYVAC はこれまでも、本邦研修の参加者を含め、優秀な技術、高い能

力をもつスタッフに対し、手当・ボーナスの支給や昇進といった、国営企業として可能な限

りの待遇改善策を行ってきた。また、本プロジェクトで習得した知識や技術を向上させるた

めの機会も積極的に提供している。このような取り組みを継続することで、人材・技術面で

の持続性は確保可能である。 
【財務面】POLYVAC の技術力を持続させるためのカギは、今後製造される MR ワクチンの

収益性であるが、この点についてはまだ懸念が残る。麻疹ワクチンについては製造コストが

販売価格を上回る状況が続いており、同様のことが MR ワクチンについても考えられる。対

応としては、製造コストの削減とコストに見合った販売価格の設定の 2 つの側面から考える

ことができる。今後も引き続き、機材のキャリブレーションを POLYVAC スタッフが行うこ

とや、ワクチン製造工程での凍結乾燥時間の短縮など、POLYVAC と日本人専門家双方でこ

のようなコスト削減策を検討していくことが必要である。ちなみに、これらの対応や提案は、

ベトナム政府が必要な MR ワクチンをすべて POLYVAC から調達するという方針、すなわち

MR ワクチンの市場が確保されていることが前提である。ワクチンの販売価格を製造コスト

に見合ったものに設定することも必要である。 
【施設・機材面】施設・機材の操作、キャリブレーション、バリデーション、維持管理につ

いては、POLYVAC は既にメカニズムを構築していることから、今後も SOP に沿ってやって

いくことが可能と思われる。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 
・前身の「麻疹ワクチン製造基盤技術移転プロジェクト」（2006-2010）の経験、知識、技術

の効果的活用：POLYVAC、日本人専門家双方 
・POLYVAC からの本邦研修参加者に離職がないこと。移転された知識・技術の喪失がない

ことを意味する。 
・MR ワクチン製造技術習得に対する、POLYVAC 及び日本人専門家双方の献身的な努力 

 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

・安価で良質な材料、スペアパーツ、消耗品調達の困難さ 
 

３－５ 提言 
（1）対プロジェクト 

・MR ワクチンの長期安定性試験と臨床試験を、計画どおり完了させること。 
・MR ワクチン臨床試験の完了後、速やかに販売承認の申請を保健省に行うこと。 
・高度施設・機材（例：凍結乾燥機）の維持管理については、今後も維持管理契約締結など

の方策を続けていくこと。 
・本プロジェクトで習得した知識・技術の保持・向上を続けること。 
・POLYVAC スタッフの定着のための努力を続けること。 
・MR ワクチンのコスト削減に向けた取り組みを続けること。 

 
（2）対保健省 
・POLYVAC より提出される MR ワクチンの販売承認申請を、「ファストトラック」で承認す

ること。 
・コンベンショナル動物舎の建設と SPF ウサギ飼育の技術移転への投資について、当初の提

案どおり実施すること。 
・POLYVAC で製造される MR ワクチンのコストをカバーできるよう、適切な販売価格を設

定すること。 
・本プロジェクト後も POLYVAC で製造された MR ワクチンを用いて、95％以上の接種率を

確保すること。 
・ベトナム国内で製造されるワクチンを優先的に使用する政策を変更しないこと。 

 
３－６ 教訓 

前身の「麻疹ワクチン製造基盤技術移転プロジェクト」やその前の無償資金協力「麻疹ワク

チン製造施設建設計画」からの交流をベースに、POLYVAC と日本人専門家の間で非常に緊密

なコミュニケーションがとられてきた。前身のプロジェクトより課題に組織横断的に対応する

ことを目的として実施しているワーキンググループはその一例で、そのほかにも POLYVAC で

実施されている週例会議の議事録共有が定期的に行われ、専門家側も必要に応じてコメントを

行っている。これらを通じて、本邦研修の詳細な計画づくり、POLYVAC スタッフの技術レベ

ルの評価など、着実な技術移転を可能にしてきた。専門家とカウンターパート間の緊密かつ建

設的なコミュニケーションは、プロジェクトの目標達成のカギである。  




