ACHIEVING
SUSTAINABLE FINANCING
FOR HEALTH IN AFRICA

アフリカ

における持続可能な
保健財政構築を目指して

8/29 10:30 A.M.–12:00 P.M.

B07, EXHIBITION HALL, PACIFICO YOKOHAMA
パシフィコ横浜展示ホールB07

TICAD7 SIDE EVENT

Achieving Sustainable Financing for Health in Africa
OVERVIEW
Africa’s 50-year development plan, Agenda 2063, commits the continent to improving the
health of its populations and prioritizes self-reliance—in the form of domestic resource
mobilization (DRM)—as the primary source of development financing. Over the past two
decades, African leaders have made progress toward increasing government investment
in health. However, according to the 2018 Africa Scorecard on Domestic Financing for
Health, only 30 of the 55 African Union (AU) member states increased the percentage of
their government budget invested in health between 2015 and 2016. Meanwhile, only three
AU member states dedicate the recommended 5 percent of GDP to health. In short, despite
longstanding commitments across the board, African countries remain far behind the targets they have set for themselves of investing US$86.30 per capita, 5 percent of GDP, and
15 percent of the government budget in health.
At the AU Summit on February 9, 2019, African leaders convened the Africa Leadership
Meeting: Investing in Health (ALM), where they underscored their “shared responsibility
and global solidarity for increased health financing.” The Call to Action and Declaration that
came out of the ALM committed participants to several concrete steps, including (1) the
creation of regional health financing hubs to support country-level efforts to increase the
impact of public and external financing for health and (2) the development of a domestic
health financing tracker to provide benchmarks to drive increased and more impactful DRM
for health. Meanwhile, the International Advisory Group on Global Health (IAG) organized by
the Japan Center for International Exchange (JCIE) also included specific recommendations
around health financing coordination platforms to support country efforts in working toward
universal health coverage (UHC), as well as the designing of an accountability framework
for national commitments on UHC. Accordingly, the effective and efficient mobilization of
domestic resources for health is central to driving forward the Japanese government’s initiative and vision around UHC in Africa.
Building on the work of the ALM and IAG, this side event aims to share progress made
so far by AU member states in mobilizing domestic resources toward achieving Sustainable
Development Goal 3 (SDG3) on UHC, and coordinating key partner contributions around
country efforts to maximize the impact of development assistance for health while continuing to reinforce country ownership over their health systems.
Date and Time:

Thursday, August 29, 2019, 10:30am–12:00pm

Location:

Exhibition Hall B07, Pacifico Yokohama

Co-organized by:

The African Union Commission (AUC); Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi); The
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (The Global Fund); Government of Japan; the Japan Center for International Exchange (JCIE); the World
Bank Group; and the World Health Organization (WHO)
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PROGRAM
OPENING REMARKS
Mr. Akio Okawara, President & CEO, Japan Center for International Exchange (JCIE)
KEYNOTE SPEECHES
H.E. Dr. Uzziel Ndagijimana, Minister of Finance and Economic Planning, Rwanda
H.E. Mr. Abdoulaye Diouf Sarr, Minister for Health and Social Action, Senegal
WELCOME REMARKS
Mr. Yoshiki Takeuchi, Vice Finance Minister for International Affairs, Japan
REPORT ON AFRICAN LEADERSHIP MEETING (ALM) AND UPDATES
H.E. Commissioner Amira Elfadil Mohammed Elfadil, AU Commissioner for Social Affairs
PANEL DISCUSSION
H.E. Dr. Mark Dybul, Co-Director, Center for Global Health Practice and Impact, Georgetown
University Medical Center [MODERATOR]
Dr. Seth Berkley, CEO, Gavi, the Vaccine Alliance

(alphabetical order)

Ms. Annette Dixon, Vice President for Human Development, World Bank Group
Dr. Christopher Elias, President of the Global Development Program, Bill & Melinda Gates
Foundation
Ms. Rosemary Mburu, Member, UHC2030 Civil Society Engagement Mechanism (CSEM);
Executive Director, WACI/Health for all in Africa, Kenya
Dr. Matshidiso Moeti, Regional Director of the World Health Organization (WHO) Regional
Office for Africa (AFRO)
Mr. Peter Sands, Executive Director, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and
Malaria (The Global Fund)
Mr. Ikuo Takizawa, Deputy Director General, Human Development Department, Japan
International Cooperation Agency (JICA)
WAY FORWARD
H.E. Dr. Donald Kaberuka, Board Chair, The Global Fund; former President, African
Development Bank (AfDB); former Minister of Finance, Rwanda
H.E. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Board Chair, Gavi, the Vaccine Alliance; former Minister of
Finance, Nigeria
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TICAD7公式サイドイベント

アフリカにおける持続可能な保健財政構築を目指して
趣旨
アフリカでは、
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）達成に向け、国内資金を増やす取り組みが
進められている。
アフリカ連合（AU）
が採択した長期開発ビジョン
「アジェンダ2063」
でも、人々の健
康改善、国内資金を主要な資金源としていくことが約束された。
2018年に発表された
「アフリカ諸国における保健医療分野の自国資金動員スコアカード
（2016
年データに基づく）」
によると、AUに加盟する55の国・地域の内、30ヵ国が、2015〜16年に国内予
算に占める保健医療分野の割合を増やしている。
しかし、対国内総生産（GDP）
比5パーセントを保健
医療支出に充てるという目標値をほぼ達成している国は3カ国に過ぎない。外部資金を梃に国内資
金を動員し、
その資金を効果的・効率的に活用することは、
日本政府が後押ししている政策枠組み
「ア
フリカにおけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC in Africa）」
を推進するためにも不可欠と言
える。
こうした状況を受けて、2019年のAUサミットの折に開催された「保健への投資に関するアフ
リカン・リーダーシップ会合」
では、保健への投資を増やすことはAU加盟国の共同責任であり、グ
ローバルな連帯が求められるものと位置づけられ、保健財政に関わる地域ハブの創設、資金動員に
関するトラッキングの仕組みの確立、民間セクターの巻き込み等を含む具体的な行動計画を取りま
とめ、AU総会にて採択された。
また、
日本国際交流センターが組織したグローバルヘルスに関する国
際諮問グループのレポートにおいても、保健財政を支援する多国間プラットフォームの創設等が提案
された。
本イベントでは、
こうした動きを踏まえ、国際機関、JICA、市民社会等の代表者をパネルに招き、
ア
フリカで各国のオーナーシップに基づき持続可能な保健財政を構築するために、外部資金や技術協
力が果たし得る役割について議論する。
日時：

2019年8月29日
（木）午前10時30分～12時

場所： パシフィコ横浜展示ホールB07
共催： アフリカ連合委員会（AUC）、Gaviワクチンアライアンス
（Gavi）、世界エイズ・結核・マラリア
対策基金（グローバルファンド）、
日本政府、
日本国際交流センター（JCIE）、世界銀行グルー

プ
（世銀）、世界保健機関（WHO）
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（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順）

プログラム
開会挨拶

大河原

昭夫 日本国際交流センター理事長

基調講演

ウッジエル・ンダギジマナ ルワンダ財務・計画大臣
アブドゥライ・ジュフ・サール セネガル保健・社会活動大臣

日本政府代表挨拶

武内 良樹 財務官

アフリカ連合委員会（AUC）
の保健財政への取り組みに関する報告
アミラ・エルファディル AUC社会問題担当コミッショナー

パネルディスカッション

マーク・ダイブル ジョージワシントン大学医学センター教授 （ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ）
（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順）

セス・バークレー Gaviワクチンアライアンス事務局長
アネット・ディクソン 世界銀行グループ人間開発担当ヴァイス・プレジデント
クリストファー・エライアス ビル＆メリンダ・ゲイツ財団グローバル開発プログラム担当プレジデント
ローズマリー・ブル UHC2030市民社会参画メカニズム（CSEM）、WACI（アフリカの全ての人に健康を）
事務局長

マチディソ・モエティ 世界保健機関（WHO）アフリカ地域事務局長
ピーター・サンズ 世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）事務局長
瀧澤

郁雄 国際協力機構（JICA）人間開発部次長

総括

ドナルド・カベルカ 前アフリカ開発銀行総裁、グローバルファンド理事会議長、元ルワンダ共和国財務大臣
ンゴジ・オコンジョ＝イウェアラ 元ナイジェリア財務大臣、Gaviワクチンアライアンス理事長
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Profiles of Speakers
OPENING REMARKS
Mr. Akio Okawara

President & CEO, Japan Center for International Exchange (JCIE)
Akio Okawara has been president and CEO of JCIE since 2014, serving as a p
 anel
member of the US-Japan Conference on Cultural and Educational Interchange
(CULCON) and a member of the Foundation Council of the Japanese-German
Center Berlin. He also serves as Japanese director of the UK-Japan 21st Century
Group, and as a member of the Japanese-German Forum and the Korea-Japan
Forum. In the global health field, Mr. Okawara serves as director of the Global Health
and Human Security Program Executive Committee and director of the Friends of
the Global Fund, Japan (FGFJ). After graduating from Keio University with a BA in
law, Mr. Okawara joined Sumitomo Corporation in 1973. During his 40-year career
with the company, he served in the automotive, overseas transport, and other
departments. He was seconded in the 1980s to Los Angeles to serve as assistant
to the president of Mazda Motors America, and was then posted as director of
business development in Washington DC (1991–1997). Back in Tokyo, he headed
Sumitomo’s Information Analysis and Research Department and served as the executive director of the Sumitomo Shoji Research Institute 2006–2013.

大河原

昭夫

公益財団法人 日本国際交流センター理事長
1973年住友商事株式会社入社、海外運輸部、
自動車部等を経て1991年よりワシントン事務

所次席、1997年より情報調査部にて部長代理、部長を歴任。2004年より
（株）住友商事総合研
究所に勤務、2006～13年まで同研究所取締役所長を務め、2014年4月より現職。
日米文化教
育交流会議（カルコン）委員、
ベルリン日独センター評議員を兼務する他、
日英21世紀委員会日
本側ディレクター、
日独フォーラム委員、
日韓フォーラム幹事委員、国際保健の分野ではグロー

バルヘルスと人間の安全保障運営委員会幹事、
グローバルファンド日本委員会ディレクター等

を務める。慶應義塾大学法学部卒。

KEYNOTE SPEECHES
To be distributed

WELCOME REMARKS
Mr. Yoshiki Takeuchi

Vice-Minister of Finance for International Affairs, Japan
Yoshiki Takeuchi currently serves as vice-minister of finance for international affairs
at the Ministry of Finance (MOF) of Japan. Since joining the MOF in 1983, he has
held many senior positions in the ministry, including director of the policy coordination office, Policy Planning and Research Division (2003–2004); director of
the International Tax Policy Division, Tax Bureau (2004–2006); budget examiner,
Budget Bureau (2006–2007); director of the Foreign Exchange Markets Division,
International Bureau (2007–2009); deputy director-general, International Bureau
(2012-2014); senior deputy director-general, International Bureau (2014–2015);
director of the Kinki Local Finance Bureau (2015–2016); and director-general of
the International Bureau (2016–2019). He also has extensive experience outside
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the MOF including secretary of the Embassy of Japan in the United States of
America (1992–1995), and visiting fellow of the Royal Institute of International Affairs
(Chatham House) in the United Kingdom (2009–2012). Mr. Takeuchi holds a BA from
the University of Tokyo (Law Faculty) and an M.Phil. in Economics from the University
of Oxford, United Kingdom.

武内 良樹
財務官

1983年大蔵省（財務省）入省の後、大臣官房総合政策課調査企画官（2003〜2004年）、主

税局国際租税課長（2004〜2006年）、主計局主計官（2006〜2007年）、国際局為替市場課

長（2007〜2009年）、大臣官房審議官（国際局担当）
（2012〜2014年）、国際局次長（2014

〜2015年）、近畿財務局長（2015〜2016年）、国際局長（2016〜2019年）等を歴任。
また、
在アメリカ合衆国日本国大使館書記官（1992〜1995年）、英国王立国際問題研究所（チャタ

ムハウス）訪問研究員
（2009〜2012年）
を務めた。東京大学より法学士号、
オックスフォード大
学より経済学修士号取得。

REPORT ON AFRICAN LEADERSHIP MEETING (ALM) AND UPDATES
H.E. Commissioner Amira Elfadil Mohammed Elfadil

Commissioner for Social Affairs, African Union Commission (AUC)
Her Excellency Amira Elfadil Mohammed Elfadil was elected commissioner for
social affairs at the 28th Ordinary Session of the Assembly of the African Union in
2017. Before being elected as commissioner she served the Government of the
Republic of the Sudan as minister of welfare and social security between 2010 and
2013 and as minister for social affairs for the Khartoum State Government between
2009 and 2010. She served as a member of parliament and was on the Foreign
Relations Committee from 2015 until she assumed her current role. With her passion in addressing children, girls, and women’s empowerment issues, she has held
various senior roles in the Sudanese Women General Union, was director general
of the Society Studies Centre in Khartoum, and was secretary general in the Sudan
National Council for Child Welfare in addition to chairing various committees and
boards on social development. Commissioner Elfadil holds a Master of Arts in diplomatic studies from the London Diplomatic Academy at the University of Westminster
and a Bachelor of Arts in sociology from the University of Khartoum. She is a citizen of the Republic of the Sudan. She is fluent in Arabic as her mother tongue and
speaks English as a second language.

アミラ・エルファディル

アフリカ連合委員会（AUC）社会問題担当コミッショナー
2017年に開催された第28回アフリカ連合（AU）総会でアフリカ連合委員会（AUC）
社会問題
担当コミッショナーに選出された。2009年から2010年までスーダン共和国ハルトゥーム州政

府社会問題大臣、
その後2013年までスーダン福祉・社会保障大臣、2015年より国会議員とし

て外交委員会委員を務めた。長年にわたり、
児童、女子、
女性のエンパワーメントに取り組んでお

り、
スーダン人女性合同労働組合幹部、
ハルトゥーム社会学センター事務局長、
スーダン国家児

童福祉評議会事務総長の他、社会開発に関わる数々の委員会や理事会の議長を歴任。
ウェスト

ミンスター大学にて外交学、
ハルトゥーム大学にて社会学学士号取得。母国語のアラビア語、第
二言語の英語を話す。
スーダン共和国出身。
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PANEL DISCUSSION
H.E. Dr. Mark Dybul

Co-Director, Center for Global Health Practice and Impact; Professor, Department of Medicine, Georgetown University Medical Center
The Honorable Mark Dybul, MD, is co-director of the Center for Global Health
Practice and Impact, and Professor in the Department of Medicine at Georgetown
University Medical Center. He is also a chair and fellow with the Joep Lange
Institute. A well-recognized global health expert and humanitarian, Dr. Dybul served
as executive director of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria,
and as the US Global AIDS Coordinator, overseeing the implementation of the US
President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Dr. Dybul served as an HIV
research fellow at the National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
under director Dr. Anthony Fauci in the late 1990s. He conducted basic and clinical
HIV research at NIAID, and eventually conducted the first randomized, controlled
trial with combination antiretroviral therapy with HIV patients in Africa. He went on
to lead President George W. Bush’s International Prevention of Mother and Child
HIV initiative for the Department of Health and Human Services, and in 2006 was
named US Global AIDS Coordinator. As US Global AIDS Coordinator, he led the
implementation of PEPFAR, a health initiative Dr. Dybul helped create. He later
became the inaugural Global Health Fellow of the George W. Bush Institute. Dr.
Dybul has written extensively in scientific and policy literature. He is a member of
the National Academy of Medicine and has received several honorary degrees and
awards, including a Doctor of Science, Honoris Causa, from Georgetown University.

マーク・ダイブル

ジョージタウン大学グローバルヘルスの実践とインパクトセンター共同ディレクター、
同医療センター医学部教授
グローバルヘルスの熱心な提唱者であり、
グローバルエイズ調整官（大使級）
として米国大統

領緊急エイズ救援計画（PEPFAR）
の実施を監督した後、2013年から2017年までグローバル

ファンドの事務局長を務めた。
ワシントンのジョージタウン大学医学部卒業後、1990年代後半
には、
アンソニー・ファウチ所長の下、国立アレルギー・感染症研究所（NIAID）
でHIV研究フェ

ローとして勤務。NIAIDで、HIVの基礎・臨床研究に従事し、
アフリカで初めてHIV感染者の無作
為化比較試験を実施した。
その後、
ジョージ・W・ブッシュ大統領の国際HIV母子感染予防イニ

シアティシチブ
（保健福祉省管轄）
を主導するようになり、2006年には、
グローバルエイズ調整
官（大使級）
に指名され、PEPFARの制度設計を助けた。後に、
ジョージ・W・ブッシュ研究所の
初代グローバルヘルス・フェローに就任。現在は、
ユップ・ランゲ研究所会長兼フェローも務め

る。科学や政策分野の論文多数あり、米国医学アカデミー・メンバー。
ジョージタウン大学名誉
博士号など複数の名誉学位を授与されている。

Dr. Seth Berkley

CEO, Gavi, the Vaccine Alliance
A medical doctor and epidemiologist, Seth Berkley joined Gavi, the Vaccine
Alliance, as its CEO in August 2011. Under his leadership, Gavi has now reached
half a billion children in its 15 years of existence. In 2015 he led Gavi to its second
successful replenishment, raising US$7.5 billion in donor commitments to support the immunization of 300 million children by 2020. Prior to Gavi, Dr. Berkley
founded the International AIDS Vaccine Initiative in 1996, the first vaccine product
development public-private sector partnership, where he served as president and
CEO for 15 years. Previously Dr. Berkley served as an officer of the Health Sciences
Division at the Rockefeller Foundation. He has worked for the Center for Infectious
Diseases of the US Centers for Disease Control and Prevention, the Massachusetts
Department of Public Health, and the Carter Center, where he was assigned as an
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epidemiologist at the ministry of Health in Uganda. Dr. Berkley received his undergraduate and medical degrees from Brown University and trained in internal medicine at Harvard University. In 2013, Dr. Berkley was awarded an Honorary Doctorate
by Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth, South Africa, for services to global public health and advancing the right to healthcare for all.

セス・バークレー

Gaviワクチン・アライアンス事務局長
医師、疫学者。2011年から現職。Gaviは設立後15年で5億人の子どもに予防接種を提

供。2015年には2回目の増資を実施し、2020年までに新たに3億人の子どもに予防接種

を行うために必要な75億ドルを調達した。Gavi以前には、
ワクチン開発のための官民連携を
推進する初めての組織として1996年に国際エイズワクチン推進構想（International AIDS

Vaccine Initiative）
を設立、最高責任者（CEO）
を15年間務めた。
その前は、
ロックフェラー

財団の保健科学部に勤務したほか、米国疾病管理予防センター（CDC）、
マサチューセッツ州

公衆衛生局、
カーターセンターでも勤務経験があり、
同センターではウガンダ保健省に疫学者

として派遣された。
ブラウン大学で学士及び医学博士を取得、
ハーバード大学において内科研

修。2013年、国際保健分野における功績と誰もがヘルスケアを受けられる権利の推進への貢献

により、
南アフリカのポート・エリザベスにあるネルソン・マンデラ・メトロポリタン大学から名誉
博士号を授与された。

Ms. Annette Dixon

Vice President for Human Development, the World Bank Group
Annette Dixon is the vice president for human development at the World Bank
Group, overseeing the Global Practices for education; health, nutrition, and population; gender; and social protection and jobs. Previously as the bank’s vice president
for the South Asia region, she managed the World Bank’s engagement in South
Asia to end extreme poverty and boost shared prosperity, and oversaw lending
operations and trust-funded projects. She joined the bank in 1999 and worked as
sector director to human development in the ECA region. Prior to joining the World
Bank, Annette worked for the Government of New Zealand as chief executive of
the Ministry of Youth Affairs, and as general manager, sector policy; deputy director-
general in the Ministry of Health; director of health policy, Department of the Prime
Minister; and manager of the policy division, Ministry of Women’s Affairs. She holds
a Master of Public Policy and was also awarded the Harkness Fellowship in Health
Policy and Management at the George Washington University in 1994–1995.

アネット・ディクソン

世界銀行グループ人間開発担当副総裁

アネット・ディクソンは、世界銀行グループ・人間開発担当副総裁として、教育、健康、栄養、人口、
ジェンダー、社会的保護と雇用にかかるグローバルプラクティスを統括。前職は世界銀行南アジ

ア地域担当副総裁。
同地域における極度の貧困の削減と繁栄の共有の促進に向けた世界銀行

の取組みを監督し、世界銀行の最大のクライアント国であるインドを含めた8カ国との連携を促
進する。
また、年間100億ドルを超える融資と信託基金を活用したプロジェクトを統率。南アジ

ア地域を担当する前は、予算・業績審査・戦略計画ディレクター、
中央アジアカントリー・ディレ

クター、東南アジアカントリー・ディレクターを歴任。1999年に世界銀行に入行、ECA地域人間
開発シニア・ディレクターを務める。長年にわたりジェンダー問題に積極的に取り組んでおり、南

アジアでは、
グローバルコーポレート要件を上回る、100%ジェンダー平等に配慮したプロジェ

クト及び政策の実施を目標として設定。
そのリーダーシップの下、女性の労働参加率の向上に取

り組む各国への支援が、南アジア地域での優先事項となっている。世界銀行入行以前は、
ニュー
ジーランドの青少年省次官をはじめ、健康省セクター政策担当部長及び次長、首相内閣省健康
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政策管理官、女性問題省政策課長などを務めた。
ニュージーランド生まれ。公共政策修士号取
得。
ジョージワシントン大学医療政策管理学ハークネスフェロー（1994～1995年）。

Dr. Christopher Elias

President, Global Development Division, Bill & Melinda Gates Foundation
(BMGF)
Dr. Chris Elias is the president of the Global Development division, where he leads
the foundation’s efforts in a diverse range of program areas aimed at finding creative new ways to ensure solutions and products get into the hands of people
in poor countries who need them most. Focusing on areas with the potential for
high-impact, sustainable solutions that can reach hundreds of millions of people,
Chris oversees Global Development’s portfolio in Emergency Response; Family
Planning; Maternal, Newborn & Child Health; Nutrition; Polio Eradication; and
Vaccine Delivery. A common theme of these programs is innovative and integrated
delivery, including an emphasis on strengthening of primary health care systems.
Chris’s professional background is in public health and medicine. Prior to joining the Gates Foundation in February 2012, he worked in various positions and
countries for international nonprofit organizations, most recently serving as the
president and CEO of PATH, an international, nonprofit organization dedicated
to improving the health of people around the world by advancing technologies,
strengthening systems, and encouraging healthy behaviors. Chris holds an MD from
Creighton University, having completed postgraduate training in internal medicine
at the University of California San Francisco, and an MPH from the University of
Washington, where he was a fellow in the Robert Wood Johnson Clinical Scholars
Program. He is a member of the Institute of Medicine.

クリストファー・エライアス

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団国際開発部門プレジデント
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団国際開発部門を取り仕切る。
ソリューションと製品を最も必要として
いる貧困層の人々の手に確実に届くよう、独創的で新しい方法を見出だすことを目的とした幅広
い分野において、財団の取り組みを先導している。何億もの人々に対して最も影響力があり持続
可能なソリューションの可能性に注目し、家族計画、母子保健、栄養、
ポリオ、
ワクチンの供給の

ような緊急対応におけるグローバル開発のポートフォリオを管理している。
これらのプログラム

の共通のテーマは、
プライマリ・ヘルスケア
（PHC）
の強化に重点を置いた、革新的で包括的な方

法である。長年、公衆衛生と医学の分野でキャリアを積み、2012年2月にゲイツ財団に入職する
以前は、国際的な非営利団体で各国の様々な役職に就き、直近では技術的革新、保健システム
強化、
そして健康的な行動変容により世界中の人々の健康を改善することに注力している非営

利団体のPATHの社長兼CEOを務めていた。
クレイトン大学医学部を卒業後、
カリフォルニア大
学サンフランシスコ校で内科医としての研修を行い、
その後ロバートウッドジョンソン臨床プロ

グラムのフェローとしてワシントン大学で公衆衛生学修士号を取得。米国医学アカデミーのメン
バーでもある。

Ms. Rosemary Mburu

Member, UHC2030 Civil Society Engagement Mechanism (CSEM); WACI/
Health for all in Africa, Kenya
Rosemary Mburu is a global health advocate and civil society leader working to
create political will for improved health outcomes in Africa. Her areas of expertise include policy analysis, budget advocacy, influencing decision-making processes, and
mobilizing civil society and community voices for action. Ms. Mburu has extensively
worked on building and strengthening civil society organizing for health advocacy
in Africa. She oversees the Civil Society Platform on Health in Africa (CISPHA) and
the Global Fund Advocates Network (GFAN)- Africa hub. She has published several
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peer-reviewed articles and blogs, including on strengthening primary health care
in the Lancet Global Health blog, clinical trial ethics in the International Journal of
Clinical Practice, investments in HIV prevention research in the African Journal
of Reproductive Health, and biomedical HIV prevention in the BMC Proceedings.
Ms. Mburu holds an MPH from Ohio University and an MBA from Frostburg State
University, USA.

ローズマリー・ブル

UHC2030市民社会参画メカニズム
（CSEM）
メンバー、WACI（アフリカの全ての人に健
康を）事務局長

グローバルヘルスのアドボカシーに従事しており、市民社会のリーダーとしてアフリカの健康改

善のための政治的な意志を作り出す活動に尽力してきた。政策分析、予算アドボカシー、政策決

定プロセスに影響を与えること、
コミュニティと市民社会の声を行動に繋げることを専門とする。
特に、
アフリカにおいて保健医療関連のアドボカシーを推進するための市民社会の構築と強化

に取り組み、
アフリカ保健医療市民社会ネットワーク
（CISPHA）
とグローバルファンド活動者

ネットワーク
（GFAN）
のアフリカでの活動を監督する。
『ランセット・グローバル・ヘルス誌』及び

そのブログにプライマリ・ヘルスケア
（PHC）
の強化に関して、
『国際臨床試験ジャーナル』
に臨床
試験の倫理について、
『アフリカ母子保健ジャーナル』
にHIV予防研究への投資について、
『BMC
会議録』
に生物医学的なHIV予防についての記事を発表している。
オハイオ大学にて公衆衛生
学修士号、
フロストバーグ州立大学にて経営学修士号を取得。

Dr. Matshidiso Moeti

World Health Organization (WHO) Regional Director for Africa
Dr. Matshidiso Moeti from Botswana is the first female WHO Regional Director for
Africa. She is leading health transformation in the African Region through a transformation agenda, which is building a responsive, effective, and results-driven regional
secretariat that is advancing efforts toward universal health coverage and accelerating progress toward global development goals, while tackling emerging threats.
Strong partnerships will underpin every aspect of the Regional Office’s work during
her tenure. Dr. Moeti is a public health veteran, with more than 35 years of national and international experience. She joined the WHO Regional Office for Africa in
1999 and has held several senior positions in the organization, including deputy
regional director, assistant regional director, director of noncommunicable diseases,
WHO representative to Malawi, and coordinator of the inter-country support team
for eastern and southern Africa. At the height of the HIV/AIDS epidemic, Dr. Moeti
led WHO’s “3 by 5” Initiative in the African Region, an Initiative that helped establish systems for the provision of antiretroviral therapy in countries and resulted in a
significant increase in the number of HIV-positive individuals accessing antiretroviral
drugs. Under her leadership as regional director, in 2016 the Regional Committee
for Africa adopted the Framework for Implementing the Global Technical Strategy
for Malaria 2016–2030 in the African Region. Prior to joining WHO, Dr. Moeti worked
with UNAIDS as the team leader of the Africa and Middle East Desk in Geneva, with
UNICEF as a regional advisor, and with Botswana’s Ministry of Health in various capacities. Dr. Moeti qualified in medicine (MB, BS) and public health (MSc in community health for developing countries) at the Royal Free Hospital School of Medicine,
University of London, in 1978 and the London School of Hygiene and Tropical
Medicine in 1987, respectively.

マチディソ・モエティ

世界保健機関（WHO）
アフリカ地域事務局長

ボツワナ出身。初の女性WHOアフリカ地域事務局長。
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC）

を推進し、開発目標の進捗を加速させ、
また、健康への脅威に取り組むために、地域事務局を応
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答性が高く、効果的で結果重視の体制に変革することに取り組み、
アフリカ地域の健康変革を

リードしている。在任中の地域事務所の諸事業は強力なパートナーシップに基づき進められて

いる。公衆衛生分野で、35年以上の国内および国際的な経験を持つ。1999年にWHOアフリカ
地域事務所に加わり、副地域事務局長、
アシスタント地域ディレクター、非感染性疾患ディレク

ター、
マラウイのWHO代表、東部・南部アフリカ国間支援チームのコーディネーターなどの幹部

職を歴任した。HIV / エイズの流行が深刻な時期に、
アフリカ地域におけるWHOの
「3 by 5」
イ

ニシアチブを主導した。
これにより、各国で抗レトロウイルス療法を提供するためのシステムを確
立し、HIV陽性者の抗レトロウイルス薬へのアクセスを大幅に改善することにつながった。地域

事務局長としての彼女のリーダーシップの下、2016年にアフリカ地域委員会は、
アフリカ地域に

おけるマラリア・グローバル技術戦略（2016〜2030年）
を実施するためのフレームワークを採

択した。WHOに入職する以前は、国連合同エイズ計画（UNAIDS）
でアフリカおよび中東デスク

のチームリーダーとして、国連児童基金（UNICEF）
にて地域アドバイザーとして、
また、
ボツワナ

の保健省では様々な要職を歴任した。1978年にロンドン大学のロイヤルフリー病院医学部より
医学学士号（M.B.、B.S）、1987年にロンドンの衛生学部および熱帯医学部より公衆衛生（発展
途上国のコミュニティヘルス）修士号取得。

Mr. Peter Sands

Executive Director, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Peter Sands became Executive Director of the Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria in March 2018. A former chief executive officer of Standard
Chartered PLC, one of the world’s leading international banks, Sands has been a
research fellow at Harvard University since 2015, dividing his time between the
Mossavar-Rahmani Center for Business and Government at Harvard Kennedy
School and the Harvard Global Health Institute and working on a range of research
projects in financial markets and regulation, fintech, and global health.
In 2016–17, Sands chaired the International Working Group on Financing
Pandemic Preparedness at the World Bank. In 2015–16, he was chairman of the US
National Academy of Medicine’s Commission on a Global Health Risk Framework for
the Future.
Sands began his career in the UK’s Foreign Office and then joined McKinsey
& Company, where he worked for 13 years in the London office, advising clients
in the financial services and telecommunications sectors. Sands graduated from
Brasenose College, Oxford University, with a First Class degree in politics, philosophy and economics. He also received a master’s in public administration from
Harvard University, where he was a Harkness Fellow.

ピーター・サンズ

世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）事務局長
英国外務省、
マッキンゼー・アンド・カンパニーでの勤務を経て、新興国･地域を主なマーケットと

する英スタンダード・チャータード銀行グループの最高財務責任者に就任。2006年から2015

年まで同行の最高経営責任者として、事業や利益を拡大し、政府援助を受けず欧州経済危機を

回避したことで知られる。任期中、発展途上国の保健に重点を置く同銀行のCSRプログラムを
統括し、寄付やロジスティック支援などエイズやマラリア対策に貢献した。
その後、
グローバル

ヘルス分野に身を投じ、
ハーバード・グローバルヘルス研究所およびハーバード大学ケネディ･

スクールのモサヴァー・ラーマニ政治経済センターのリサーチフェローに就任。金融界での豊

富な経験を生かしグローバルヘルス財政分野で活躍、2015～2016年には、米国医学アカデ

ミーの
「グローバルヘルス・リスクフレームワーク委員会」
の委員長、2016～2017年には、世
界銀行の
「パンデミックに備えるファイナンスに関する国際ワーキング・グループ」
の議長を務

めた。2017年11月のグローバルファンド理事会で事務局長に選出され、2018年3月5日にグ

ローバルファンド事務局長に就任。
オックスフォード大学卒業、
ハーバード大学大学院公共経営
学修了。
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Mr. Ikuo Takizawa

Deputy Director General, Human Development Department, Japan International Cooperation Agency (JICA)
Ikuo Takizawa graduated from the University of Tsukuba, Japan in March 1992 with a
BA in international relations and then obtained his MSc in population and international health from the Harvard School of Public Health in June 1998. He joined the Japan
International Cooperation Agency (JICA) in April 1992 and has since been involved
in JICA’s health and health-related projects in Asia, Latin America, and Africa. He
worked in JICA Philippines between 2001 and 2005 as an assistant resident representative in charge of health, education, and local governance. Between 2008 and
2010, he served in JICA Kenya as a regional project formulation advisor for health
and was involved in designing, monitoring and evaluating JICA’s health projects in
Africa. Currently, he serves as deputy director general of the Human Development
Department and oversees JICA’s health portfolio in Africa, the Middle East and
Europe, and Latin America. He also provides technical supervision over JICA’s operations in health systems strengthening including universal health coverage and
infectious diseases control covering health emergency preparedness and response.

瀧澤

郁雄

独立行政法人 国際協力機構（JICA）人間開発部次長
国際関係論に関する学士号を1992年3月に筑波大学から、人口・国際保健学に関する修士

号を1998年6月に米国ハーバード公衆衛生大学院から取得。1992年4月より国際協力機構

（JICA）
で勤務しており、一貫してJICAがアジア、
中南米、
アフリカ地域で実施する保健分野や

関連分野のプロジェクトに従事。2001年から2005年にかけては、JICAフィリピン事務所で勤

務し、
保健、
教育、
地方行政分野を担当。
2008年から2010年にかけては、
保健分野広域企画調
査員としてJICAケニア事務所で勤務し、JICAがアフリカ地域で実施する保健分野プロジェクト

の計画立案、
モニタリング評価に参画。現在は、人間開発部の次長として、JICAがアフリカ、
中近
東・欧州、
中南米地域で実施する保健分野の活動を統括。
また技術領域としては、JICAが実施

するUHC支援を含む保健システム強化、健康危機対応を含む感染症対策を統括。

WAY FORWARD
H.E. Dr. Donald Kaberuka

Board Chair, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Donald Kaberuka took up office as chair of the Global Fund Board in May 2019.
Dr. Kaberuka was president of the African Development Bank and chairman of
the Board of Directors for two successive five-year terms (2005–2015). Under his
leadership, the African Development Bank tripled its capital from US$30 billion to
US$100 billion and doubled the portfolio to US$12 billion per annum. Dr. Kaberuka’s
leadership was characterised by a “big push” on infrastructure, private sector development, economic integration, and human development, with special attention
to fragile states. The African Development Bank played a major countercyclical
role during the global financial crisis where the bank, for the first time, became
the largest lender to Africa. During the Ebola crisis Dr. Kaberuka played a major
role in coordinating an African response. Prior to joining the African Development
Bank, Dr. Kaberuka was finance minister of Rwanda for eight years (1997–2005)
leading the economic team within the Government of Rwanda. In that capacity
he served as Governor for Rwanda for the International Monetary Fund and the
World Bank. Dr. Kaberuka is an alumnus of the University of Glasgow in Scotland,
was Hauser Leader in Residence at Harvard Kennedy School; and is chair of the
International Advisory Council of the African Leadership University. He currently
serves as chairman of a Pan-African financial services advisory firm Southbridge,
13

which he co-founded, and is on the boards of several global philanthropic foundations and think tanks. He is a trustee of the Rockefeller Foundation, the Mo Ibrahim
Foundation, the Centre for Global Development, and the Brookings Institution, and
was formerly a senior adviser to the Boston Consulting Group BCG. He is also a
member of several international panels on global finance and development issues.
These include co-chair with former UK Prime Minister David Cameron of the OxfordLSE Commission on Fragile States. Dr. Kaberuka was appointed in 2017 as chair of
the IMF Panel on the Independent Evaluation Office. In 2019, he was named high
representative of the African Union on the Peace Fund and sustainable financing for
the union.

ドナルド・カベルカ

世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）理事会議長
2019年5月より現職。1997～2005年までルワンダの財務大臣として国家経済再建の成功に
貢献し、国際通貨基金および世界銀行の同国政府代表理事も務めた。
その後、
アフリカ開発銀

行総裁に就任。2005～2015年の任期中、
同行の資本金を300億米ドルから1000億米ドルの
3倍に増強し、年間のポートフォリオが120億ドルに倍増した。
インフラ、民間セクターの開発、

経済統合、人材開発、脆弱国家に重点を置き、世界金融危機の中、初めてアフリカに対する最大

の金融機関となった。
エボラ出血熱流行の折には、
アフリカ各国の対応調整において大きな役

割を果たした。
スコットランドのグラスゴー大学を卒業しており、
ハーバード・ケネディ・スクール

でハウザー・リーダー・イン・レジデンスを務めた他、
アフリカン・リーダーシップ大学の国際諮問
評議会の議長を務める。
アフリカ全土の投資金融アドバイザリー会社のサウスブリッジの会長

兼共同創設者であり、
ロックフェラー財団、
イブラヒム財団、世界開発センター（CGD）、
および

ブルッキングス研究所等、
グローバルな民間財団やシンクタンクの理事を務める。以前はボスト
ン・コンサルティング・グループの上級顧問も務めた。
また、英国のキャメロン首相と共に務めた

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス／オックスフォード大学の脆弱国家に関する委員会共同

議長等、国際金融や開発問題に関わる国際的なパネルを歴任。2017年には国際通貨基金独立
評価パネル議長、平和基金及びアフリカ連合（AU）
の持続可能な資金調達に関するAU上級代
表に任命された。

H.E. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala

Board Chair, Gavi, the Vaccine Alliance
A development economist and former finance minister of Nigeria, Dr. Ngozi
Okonjo-Iweala has served as board chair of Gavi, the Vaccine Alliance, since
January 2016 with more than 30 years of development and financial expertise. She
has twice served as Nigeria’s finance minister, most recently between 2011 and
2015, a role that encompassed the expanded portfolio of the Coordinating Minister
for the Economy. In 2006 she served as foreign affairs minister. She has also held
several key positions at the World Bank, including as managing director. As a former
finance minister, Dr. Okonjo-Iweala’s experience and expertise are particularly valuable as Gavi strives to ensure that immunization programs are financially sustainable. Her strong commitment to finding private sector solutions to development
challenges further contributes to Gavi’s mission.

ンゴジ・オコンジョ＝イウェアラ
Gaviワクチンアライアンス理事長

開発エコノミストであり、
ナイジェリアの財務大臣も務めた。開発と財務における30年来の専門
性を買われて2016年１月にGaviワクチンアライアンスの理事長に就任した。2011〜2015年

を含む二期に渡り、経済調整大臣の役割も含む財務大臣を務め、2006年には外務大臣にも就
任し、世界銀行においても専任理事等の要職を歴任。財務大臣としての経験と専門性は、Gavi

が予防接種の経済的持続性を確保する上で特に有益となっている。開発課題の解決に対する
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民間部門の貢献を重視しており、Gaviの使命の更なる推進にも貢献している。

