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アジア太平洋地域におけるグローバルファンドの助成を最大限に生かす 2017‐2018
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世界エイズ・結核・マラリア対策基金の
投資による各国支援

　公衆衛生上の脅威としてのエイズ流行を2030年までにアジア太平洋地域で終結させることは持続可能な

開発目標（SDGs）の一部でもあります。国連合同エイズ計画（UNAIDS）は共同スポンサーの11国連機

関、各国内のHIV/エイズに関する国連合同チームと調整を進めつつ、政府や市民社会と協力して目標達成

に力を尽くしています。UNAIDS事務局はエイズの流行という地球規模の課題の解決に向けて、各国が国

連総会ハイレベル会合の政治宣言における約束を果たし、エイズ対策に資金を動員できるよう取り組んできま

した。それはグローバルヘルスと社会正義の実現に向けた活動を助け、市民社会をエイズ対策の中心に位

置づけ、HIVに最も大きな影響を受けている個人やコミュニティの声を広く社会に届けることでもあります。

UNAIDS事務局はまた、しっかりとしたエビデンスを得る基盤を整え、効果的な対策と持続可能な資金確保、

そしてコミュニティによる対応の拡大をはかってきました。

　アジア太平洋地域の14カ国に設けた各国事務所およびバンコクの地域支援チームを通じUNAIDSは域内

27カ国の政府や市民社会を含む主要なパートナーと緊密な連携をとりつつ、流行終結に必要な戦略の策定や

政策支援、関係者間の調整、技術支援などを進めています。

　こうした活動には、2020年という締め切りのあるターゲットが設定されています。2016年のエイズ終結

に関する国連総会ハイレベル会合で全加盟国が一致して採択した政治宣言で明記されたように、SDGsの枠

組みの中でエイズの流行を2030年までに終結させるには、それが必要となるからです。

　域内では現在、世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）から、エイズおよびHIV/結核

に関し、19カ国のプログラム、および多国間にまたがる3つの計画を支援するため、34件、金額にして約

7億ドル相当の助成が行われています。しかし、グローバルファンドは各国国内で技術支援を行う主体にはなっ

ていないので、各国がグローバルファンドの資金を確保し、助成を受けたプログラムを実行し、その妨げとな

るものを取り除くための支援はUNAIDSが担うことになります。

　グローバルファンドからみれば、UNAIDSはHIV対策について当事国政府と話しあい、政治の扉を開き、様々

な分野の活動の相乗効果を生み出す包摂性を高めていくための重要な相談相手となっています。

　それぞれの国で国家戦略計画を策定し、グローバルファンドに提出する申請書をまとめ、助成をめぐる交渉

を行う際にも、すべての関係者やコミュニティネットワークによる参加型の戦略的プロセスを進めていく必要が

あり、その手助けをUNAIDSの各国事務所が中心になって行っています。

　UNAIDSは、各国が2020年のターゲットとSDGsの達成に向けたより広範な国家戦略の中で、グローバ

ルファンドの寄付を最大限に活用できるように必要な支援を行っています。そうすることで、すべてを国内資

金で担うようになっても持続していける状態への移行が可能になる活力のある国家HIVプログラムやHIV/結

核プログラムの構築を助けているのです。
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道はなお遠い：アジア太平洋地域のHIV
対策

　国連総会は2016年に極めて野心的な目標を採択しました。投資を前倒しし、構造的な障壁を取り除いて、

2020年までに、サービスを必要としている人の大多数に、重要なHIVサービスを高速対応で届けられるよう

にするという目標の実現に向けて船出をしたのです。成功すれば、HIVの新規感染者数とエイズ関連の死者

数は75%減少し、2030年までに公衆衛生上の脅威としてのエイズ流行を終結に導くために不可欠な勢いを

生み出すことができます。

　各国がこのゴールを達成できるよう、UNAIDSは幅広い分野の専門家その他の関係者とともに、2015年

以降のHIV治療の普及を目指し、90-90-90ターゲットを設定しました。2020年までにHIV陽性者の90%

が自らのHIV感染を知り；HIV陽性と分かった人の90%が治療を開始し；治療を受けている人の90%が体内

のウイルス量を極めて低い状態に維持するというターゲットです。2018年のUNAIDSの報告書グローバル・

エイズ・アップデートでは、高速対応目標の中間時点で、それなりの成果はあるものの、目標達成の軌道に

届くには、さらに大幅な努力が必要だと指摘しています。

　　■　　治療の不足：アジア太平洋地域はHIV治療のアクセス確保に大きな成果を上げてきたものの、そ

れでも90-90-90ターゲットには遠く及ばない状態です。つまり、2017年末の段階では、HIV陽

性者で自らの感染を知っている人は74%、さらに治療につながった人は53%、そしてウイルス量

の抑制を果たしている人は45%にとどまっています。90-90-90ターゲットの達成には、2020年

までに、さらに140万人のHIV陽性者が検査を受け、その多くが治療につながる必要があります。

　　■　　予防の停滞：予防サービスに関するキーポピュレーションのアクセス確保は後れを取り続け、アジア

太平洋地域でも男性とセックスをする男性のHIV感染率が上昇している国があります。キーポピュ

レーションの中でも若年層のHIV感染リスクにはとくに注意が必要です。たとえばフィリピンでは、

15 ～ 24歳の新規感染の増加が流行拡大の大きな要因となっています。

　　■　　資金の不足：2006年当時と比べると、全体の資金は増えていますが、それでもアジア太平洋地

域が2020年に高速対応ターゲットを達成するために必要な49億ドルを確保するには、さらに12

億ドルの追加資金が必要です。この地域では過去10年、国際資金が30%減少する中で、各国

の国内投資は倍増しており、大きな資金のシフトを果たしてきました。ただし、国内投資は治療の

普及に重点が置かれてきたため、予防対策の資金は減少しています。国内投資のこうした傾向が

今後も続けば、キーポピュレーションの予防プログラムや若者に対応するための資金の不足が近い

将来、深刻化することになります。
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　アジア太平洋地域でHIV高速対応を可能にするために、UNAIDSは3つの重要分野で域内および各国

レベルの技術支援を行っています。（表1）

　　■　　HIVの流行に最も大きなインパクトを与える分野に利用可能な資金を配分する。

　　■　　グローバルファンドからの助成金による成果を最大限に高める。

　　■　　国際資金からの移行に伴うリスクに効率よく対応し、国内投資への移行計画が円滑かつ持続可

能なかたちで進められるようにする。

HIV流行の概略

表1,  アジア太平洋地域のHIVの現状（2017-2018）

520万人

140万人

7億0259万9563ドル

25%

HIV陽性者数

90-90-90ターゲット達成の観点から検査や治療が必要なHIV陽性者数

HIVおよびHIV/結核分野のグローバルファンド助成額

2020年までに高速対応ターゲットを達成するために必要な資金の増加率

UNAIDSの技術支援

305万6810ドル+

27

130

技術支援への投資額

UNAIDSの支援対象国数

技術支援課題数（内訳は以下の通り）

65

グローバルファンド助成事
業の実施支援

50

高速対応国内戦略との調
整のための支援

15

持続可能性を高め、移行
計画を促進するための支
援
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エビデンスを踏まえた戦略開発への支援

　グローバルファンドによる投資の効果を高める最初のステップは、高速対応ターゲットの達成に向けた国内

資金と国際資金との整合性をはかり、エビデンスに支えられた戦略を策定することです。UNAIDSは、各国

がエビデンスに基づき、技術的に適切な戦略を策定して、特定の人口集団や地域に最も高いインパクトを与え

る介入の方法と規模、費用を決定できるよう支援を行っています。

　エビデンスに関するデータの収集、分析、および戦略的活用に関して世界を主導してきた役割を生かし、

UNAIDSはさらに以下のような研究および戦略的な情報の分析を奨励しています；流行とその影響のモデリン

グ；キーポピュレーションのマッピングと規模推定；生物医学的サーベイランスと行動科学的サーベイランスを

統合した調査；ニーズとギャップと現状に関するアセスメント。また、エイズ対策への国の支出、サービス費

用のモデル化、国のエイズプログラム投資に関する費用対効果分析など、財政データの収集と分析に対する

支援も提供しています。

　こうした豊富なエビデンスは、UNAIDSおよびそのパートナーの協力により、各国の全国レベル、地域レ

ベル、都市レベルにおける戦略と計画の策定、および高速対応の価値を明確にする政策や投資事例の決定

に活用されています。各国が自主的にプログラムを策定できるよう自国データを活用するのです。こうした戦

略は高速対応ターゲット達成に向けた国のエイズ対策の手引きとなるのに加え、結果としてプログラムの資金

ギャップを明らかにし、グローバルファンドに対する資金申請の方法を示すことになります。（表2）

表2,  最近のUNAIDSによる支援事例（2017-2018）

インド、インドネシア、パキスタン

インドネシア、パキスタン

カンボジア、インドネシア

ラオス、タイ

ベトナム

カンボジア、フィリピン

タイ

バングラデシュ

全国および地方別のエイズ戦略開発

流行モデルの策定

国のエイズ支出評価

生物医学的、行動科学的サーベイランスの統合

キーポピュレーションの規模推計

投資事例開発

サービスコストの評価

見積もりと評価の枠組
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グローバルファンドの助成による事業の
実施支援

　グローバルファンドの2017‐2018年度助成の応募に際し、UNAIDSはアジア太平洋地域の9カ国といく

つかの域内組織で、グローバルファンドへのコンセプトノート（申請書）作りを支援しました。すべての資金申

請はうまくいきました。しかし、資金申請のために必要な支援は、申請書を書くことだけではありません。（表3）

関係者の協議と合意形成

　グローバルファンドに提出する国別の申請書を作成するには、プログラムの優先順位を決めるために、国内

で関係者間の集中的な調整と協議を行う必要があります。また、課題やプログラム実施を阻む障壁、および

その障壁の克服策に関しても、幅広い国内合意が必要です。合意形成の協議プロセス全般にわたり、存在感

を発揮して注意深く対話を進められるようすることがUNAIDSには求められています。

　UNAIDSの支援は各国のニーズに基づき、協議プロセス全体の調整、技術作業委員会への技術的な助言、

意味のあるかたちでの市民社会やキーポピュレーションの参加促進など多岐にわたっています。助成に関する

当事国とグローバルファンドとの交渉が長引くこともしばしばあります。グローバルファンドの技術審査パネル

からの勧告に対応し、プログラムの効果を最大限に高められるよう技術面での説明やアドバイスを行うことを

含め、プロセス全体を通してUNAIDSは重要な役割を担っています。

　助成が認められた後でも、資金の効果的運用、国内パートナーの能力向上、サービス提供とプログラム実

施を妨げる要因への対応など、実施面での広範な支援が必要になります。UNAIDSは、実施阻害要因を特

定し、迅速に対応できるよう当事国と協力して取り組んでいます。
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インドとパキスタン：助成資金を効果的に活用できるようにする環境づくり

　キーポピュレーションを犯罪者として扱う懲罰的な法律は、グローバルファンドの投資の効果を著しく削い

でしまう可能性があります。犯罪視された人びとはHIV予防、検査、治療のサービスから遠ざかり、HIV

感染のリスクを高める結果になるのです。サービスへのアクセスを妨げる法律を撤廃し、キーポピュレーショ

ンに向けたプログラムの効果を高める法環境の整備をUNAIDSは支持しています。

　インド最高裁は2018年9月、刑法377条を無効とする決定を出しました。レズビアン、ゲイ、バイセク

シュアル、トランスジェンダー、インターセックスの人たちの性関係が犯罪ではなくなったのです。インドで

はHIV陽性者のうち、男性とセックスをする男性の10人中3人、トランスジェンダーの人たちの10人中4

人が、自らのHIV感染を知らずにいます。そうした現状を考えると、この画期的な成果は、男性とセックス

をする男性やトランスジェンダーの人たちを対象にしたHIVとエイズ対策の極めて重要な普及要因となりま

す。UNAIDSはインドで、コミュニティ関係者と人権派弁護士を含む関係者間の協議、政策担当者や国会

議員に対するプレゼンテーションなどを通じて、犯罪化がもたらす公衆衛生や人権に対する悪影響をデータ

に基づいて示し、同性愛の非犯罪化を求める動きを擁護してきました。

　パキスタンでは、UNAIDSは他のパートナーとともに、トランスジェンダーの人たちの（権利保護）法の

2018年5月可決に向けて取り組んできました。この画期的な法律は性自認や公的文書におけるその確認と

いった基本的権利を保障しています。さらにトランスジェンダーの人たちに対する差別やハラスメントは違法

となりました。法律がこの時期に成立したことは極めて重要でした。パキスタンは、この法律ができたこと

で、新たな権利を認められたトランスジェンダーの人たちがコミュニティベースでHIV予防対策を行うプログ

ラムについて、グロ―バルファンドの助成承認を得ることができたのです。こうしたプログラムは現在、サー

ビス提供を最も必要とする人たちの権利を守り、尊重し、実行する法律ができたことでさらに成果を上げら

れるようになっています。

壁を破り不公正と闘う

　アジア太平洋地域のHIVの流行はキーポピュレーションに集中する傾向がある中で、HIVサービスを拡大

し、受けやすくするには、この人たちの人権を侵害する障壁やスティグマ、差別に取り組む必要があります。

各国がこうした問題を把握し、対応するための資金を確保できるようUNAIDSは援助しています。グローバ

ルファンドの助成を得るには、この分野での技術支援が不可欠です。最近の例では、人権プログラムの策

定や人権を妨げる障壁の影響評価、保健医療機関でのスティグマや差別に対応するパイロットプログラムへ

のグローバルファンドによる触媒的投資、および法改正に関するアドバイスがあります。こうした作業は、国

の対策から、グローバルファンドが求める助成目標の達成を妨げる要因を取り除くことを助けています。
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ミャンマー：助成事業のガバナンスの強化と国の保健システムへの統合

　UNAIDSは2011年にミャンマーで国別調整メカニズム（CCM）を創設した際に支援を行い、ヤンゴンに

事務局を設けました。行政上の首都で定例の会合を開き、保健・スポーツ省その他の関係者間の調整を進

めるうえで、こうした手助けは極めて重要でした。国別調整メカニズムの管理マニュアルの策定やメンバー

に対するトレーニングの実施についても技術支援を提供しています。2013年には、国別調整メカニズムがミャ

ンマー保健分野調整委員会に移行するのを助けました。調整委員会は、HIV・結核・マラリアの助成に対し、

グローバルファンドが求める監督機能を引き続き果たせるよう、保健・スポーツ省や他の関係者と緊密な連

絡を取ってきました。2015年にはUNAIDSと2つの国家プログラムを含むパートナー機関が、合同申請書

を作成しています。

　2017‐2018年現在、調整委員会は保健分野を通し、調整と戦略方針の検討を行う国の中心的な会議

となっています。また、官民のセクターと開発パートナー、多国間および二国間援助のパートナー、市民社

会組織、コミュニティのネットワークをつなぐ場にもなっています。権限の拡大に伴い、調整委員会は保健シ

ステム強化や性と生殖の健康と権利、緊急事態や災害への対応、そして非感染症対策にも取り組んでいま

す。委員会の役割が広がったことで、HIV陽性者やキーポピュレーションのコミュニティネットワークが、国

の保健システム全体を監督する協議プロセスの中で、不可欠の立場を確保できたことも大きな成果の一つと

してあげられます。　

　「UNAIDSのミャンマー事務所は、調整委員会や幹部会、様々な技術、戦

略部会を組織するうえで、貴重なリーダーでした。また、調整委員会の事務局

運営でもUNAIDSミャンマー事務所にお世話になっています」

イザスカン・ガビリア

世界エイズ・結核・マラリア対策基金

ミャンマー上級資金ポートフォリオ・マネージャー

管理監督の強化

　国内で助成金の効果的な管理運営にあたるメカニズムには、プログラム実施の阻害要因を早急に特定し、

取り除く機能が必要になります。UNAIDSは国内の委員会や技術作業部会の監督にあたる調整メカニズム

を代表し、またしばしば委員会の議長や副議長も務めることによって、その手助けをしています。加えて、

助成事業の効果的な運用を監督する国の調整メカニズムの強化に向けて、特定の技術支援を提供すること

もあります。
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市民社会の能力構築

　域内全体を通じ、UNAIDSは助成実施に必要な能力開発に向けた技術支援の主要な提供者となってい

ます。そうした支援には、標準的なサービスパッケージや運営手順づくり、キーポピュレーションに向けた

プログラム策定のための市民社会組織に対する研修、革新的なコミュニティベースの検査や曝露前予防服薬

（PrEP）といった予防新技術の試験的実施などが含まれています。

　助成事業をうまく進めていくには、現場の実施責任者との協力も必要です。UNAIDSは各国の国内で活動

してきた結果、助成サイクル全体を通して実施上の課題が生じたときにも政府やパートナーと協力して対応で

きるようになっています。地域および国内におけるUNAIDSのプレゼンスは、助成実施に伴う技術支援が緊

急に必要なときにも、効果的な対応を可能にしているのです。

表3,  最近および計画中のUNAIDSの支援事例（2017-2018）

バングラデシュ、インド、インドネシア、ラオス、
モンゴル、ミャンマー、ネパール、パキスタン、
タイ、東チモール、ベトナム

バングラデシュ、インド、インドネシア、パキス
タン、パプアニューギニア、ベトナム

バングラデシュ、インド、インドネシア、ミャンマー

バングラデシュ、インドネシア、ラオス

インドネシア、ベトナム

インド、インドネシア、ベトナム

バングラデシュ、インドネシア、パプアニューギ
ニア、フィリピン、スリランカ、東チモール

グローバルファンドへの資金申請事例の開発

法律、人権、スティグマと差別に関する調査とパイロット事業

国別調整メカニズムの管理監督機能強化

市民社会の能力構築

品質管理とコミュニティベースのモニタリング

曝露前予防服薬（PrEP）の試験的実施

スティグマ・インデクスの開発
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持続性および自立促進

　この地域の急速な経済発展は、マレーシアやスリランカのように、2025年までにグローバルファンドの

HIVプログラム資金から卒業するための移行期リストに入る国が、今後さらに増えるということも意味していま

す。移行をうまく進めるには、疾病対策による保健の成果を持続させ、安定をはかりつつ、プログラムの資金

源を国際資金から国内予算へと移していく必要があります。移行の重要な側面として、HIVプログラムをユニ

バーサル・ヘルス・カバレッジのもとに統合していくことも大切です。UNAIDSは域内の国々が移行を前向き

にとらえて準備していくための技術支援の重要な提供者となっています。（表4）

　例えばカンボジアでは、UNAIDSが国の持続可能性作業部会の共同委員長となり、最終的に移行を果た

すまでの長期にわたる準備プロセスの支援を続けています。こうした支援には、投資事例の開発や移行準備

状況の評価、リスク認識を含めた持続可能性確立への道筋なども含まれています。移行に伴うリスクに対応

するための行動にも合意が形成され、次のHIV国家戦略計画には盛り込まれるでしょう。

　タイでは、自国資金でユニバーサル・ヘルス・カバレッジを目指す国の枠組みに統合するかたちでエイズ対

策が持続できるようUNAIDSが手助けをしています。その中には、キーポピュレーションや脆弱なコミュニティ

が自ら関与するプログラムも含まれています。さらに域内全体の準備状況のアセスメントも計画されており、

そこでは市民社会主導のサービス提供が持続できるようにする移行後の資金メカニズムの構築が重視されてい

ます。

表4,  現行および計画中のUNAIDSによる支援事例（2017-2018）

カンボジア、ラオス、ネパール、パキスタン、
パプアニューギニア、フィリピン

バングラデシュ、中国、インド、タイ、ベトナム

バングラデシュ、フィリピン、タイ

持続可能性と移行へのアセスメント、計画、ロードマップ策定

市民社会の国内資金確保メカニズム

革新的資金確保法
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域内におけるHIV高速対応に向けて

　UNAIDSはHIVの流行終結に向けた戦略的アプローチを奨励しています。2030年までのエイズ終結に向

けて、最も積極的に取り組んでいる世界36カ国のうち6カ国はアジア太平洋地域の国です。域内で暮らす

HIV陽性者の4分の1は、急速に発展しつつある30都市に集中しています。高速対応を維持できるかどうか

は、こうした国や都市が、都市部に焦点を当てたキーポピュレーションのための革新的な予防プログラムや対

象を明確にした検査と治療のプログラムに関する技術支援を得られるかどうかにかかっています。

　アジア太平洋地域サポートチームは、域内各国に対し、高速対応が可能になるよう様々な手助けを行ってい

ます。例えば、有力な国会議員に対しては、HIVサービスの提供を妨げるような法律に対する関心を高めて

もらい、撤廃に向けた能力とノウハウを得られるようにしています。それぞれの国でエイズ対策の高速対応を

推進する力になってもらうためです。このレベルで政治の支援を得ることは、グローバルファンドの助成による

事業の実施能力を高め、とりわけキーポピュレーションに関連した事業や法律の改正、移行および持続性に関

する計画の策定、実施の妨げとなる政策などに関しては重要です。地域サポートチームは、HIVの高速対応

を進める法的環境を整えるツールとして、国会議員向けに法律関係のファクトシート、およびエイズ投資のイ

ンパクトをまとめた説明資料を作成しています。

　地域サポートチームの情報および地域データハブチーム（注1）は、HIVの流行と対策、HIVと結核、HIV

と肝炎、その他の疾病とHIVなどに関する世界レベル、地域レベル、各国レベルのデータベースから、すで

に存在しているデータを集約し、詳しく分析して提供することで、技術面から地域・各国レベルのパートナー

を助けています。その中には、個別の事情に合わせた情報のまとめやアドボカシー用のツール、専門家によ

るアドバイスの提供、モデリングやデータ分析の手法解説なども含まれています。こうした戦略的な情報とデー

タは、パートナーがグローバルファンドの要請に対応するために利用するほか、アドボカシー活動の資料や、

地域レベルの会議・協議・アドボカシーイベントの際の基本資料としても活用されています。また、共同スポ

ンサーの国連機関や多国間・二国間組織、市民社会とコミュニティのネットワーク、学術関係者、政府など幅

広いパートナーが、信頼性の高い資料としてこれらのツールとデータを参照しています。

　UNAIDSはまた、アジア太平洋地域の市民社会主導で実施する多国間助成についても、技術支援の主要

な提供者となっています。最近では、ブータン、ラオス、マレーシア、モンゴル、パプアニューギニア、フィ

リピン、スリランカ、東チモールのキーポピュレーションに向けたサービスの持続可能性に取り組む多国間資

金助成の申請書作成を支援しています。キーポピュレーションに向けた市民社会主導のサービスに対する資金

確保を移行後も持続可能なかたちで実現するにはどうしたらいいのかという課題は、地域サポートチームにとっ

て極めて重要な技術支援のテーマです。市民社会パートナーによる移行後の資金計画策定に向けた援助も

行っています。

（注1） UNAIDSのデータハブは2008年から、最新の質の高いアジア太平洋地域のHIVデータの提供を政策担当者や専門家に向
けて開始しました。多数の地域・各国パートナーとともにアジア太平洋地域のHIV流行に関する最新情報の収集、分析を行っ
ています。（www.aidsdatahub.org）.
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　地域に特定された戦略的情報課題としてはほかに、ファストトラックシティ（高速対応都市）構想の成果をど

う記録するか、女性の薬物注射使用者の保健医療ケアへのアクセスに対する障壁をどう把握するか、エイズ

プログラムをよりしっかりとユニバーサル・ヘルス・カバレッジに統合していくための枠組みをどう検討していく

かなどがあります。

さらに前進を

　UNAIDSは各国および地域に対し、グローバルファンドの助成による事業が効果的、効率的に遂行できる

ようにすることを重視しつつ、支援を続けています。高速対応ターゲットを目指す各国の政策や方針、計画と

の整合性をはかりつつ、移行と持続可能性の確保に向けた計画策定ができるよう手助けをしていきます。
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グローバルファンドの投資を生かす
UNAIDSの支援

 グローバルファンドの投資を生かせるよう各国を支援し、事業実施を助けることは、UNAIDS

各国事務所の任務の柱です。グローバルファンドは域内にプレゼンスがあるわけではないので、

UNAIDSが現場における主要なパートナーとなっています。UNAIDSの外勤職員の勤務時間

の50%以上はグローバルファンド関連の仕事にあてられ、助成事業の効果的な実施を妨げる

要因への対応がその中心です。

インド：国別ケーススタディ（事例研究）

　このケーススタディは、申請書提出のための戦略策定から効果的な事業実施まで、助成の流

れに沿ってUNAIDSが提供した様々な技術支援の一部を紹介しています。UNAIDSの支援は、

資金を確保し、最大限の成果を上げるための助けとなります。グローバルファンドは2018年

に、インドで1億6025万0981米ドルのHIVおよびHIV/結核対策事業への助成を決定しま

した。これらの助成は、2030年までにインドのエイズ終結を目指す新たなHIVとエイズ国家

戦略7年計画に基づくものです。

課題

　アジア太平洋地域で2番目の人口大国であるインドは、域内で520万と推定されるHIV陽

性者人口のかなり大きな割合を占めています。2017年推計では、新規HIV感染の31%、

エイズ関連の死亡の40%がインドでした。2010年当時と比べれば新規感染数は大きく減少

しているとはいえ、減少率はすでに止まっていることを示すエビデンスもあります。グローバル

ファンドの資金を戦略的に配分し、キーポピュレーションにサービスが届くようにしなければ、

2020年の高速対応ターゲット達成というインドの野心的な目標の実現は厳しいでしょう。

　UNAIDSは、インドが高速対応戦略の一環として、グローバルファンドの投資を最大限に活

用することを助けています。エビデンスに基づくプログラム策定、効果を高めるための革新的

かつ戦略的な資金活用、HIVプログラムの影響拡大などがこうした支援に含まれています。

高速対応軌道の維持

　UNAIDSは2017年、インドの国家エイズ対策機関（NACO）によるHIVとエイズ戦略7

年計画の策定を支援しました。この計画では、海外からの資金が減少する中で国のエイズ対策

の持続可能性を確保すること、投資の費用対効果を高め成果の最大化をはかること、キーポピュ

レーションへの普及拡大を目指す新たなサービス提供のメカニズムを工夫することなどが対応

すべき重要課題となっています。

　「UNAIDSインドは、 国家戦略計画

（2017 ～ 2024）の策定を技術的に

支援し、グローバルファンドへの申請書

作成でも多年にわたり国別調整メカニズ

ム（CCM）を助けてきました。質の高

い技術援助を適切な時期に提供するこ

とでインド政府の対策を助け、同時に市

民社会がグローバルファンドの助成に積

極的に参加することを確実に保証してき

たのです」

　KS サチデバ　インド保健家族福祉

省国家エイズ対策機関（NACO）事務

局次長
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　計画策定への支援に加え、UNAIDSは参加型の協議プロセスを進めるうえでも大きな役割

を担ってきました。この結果、幅広い関係者の意見を集約し、HIV/エイズの流行に影響を受

けているコミュニティの知識と経験、意見が最終的な戦略に反映されることになったのです。

　国家戦略計画は2017年にインドがグローバルファンドに提出した助成申請のベースになっ

ています。UNAIDSは申請書策定プロセス全般にわたり、戦略アプローチ、モニタリングと

評価、財政などそれぞれの分野の専門家を配置し、国家エイズ対策機関や国別調整メカニズム

（CCM）とも緊密に連携しつつ技術的な指導を行ってきました。

　国家戦略計画に関しても、UNAIDSが幅広い協議を実現し、市民社会の積極的な関与を実

現するため、全体の調整役を果たしてきました。その結果、助成申請でも、キーポピュレーショ

ンへのサービス提供を拡大するための市民社会の役割を重視できたのです。

都市レベルの戦略的対応

　アジア太平洋地域では30都市がUNAIDSの高速対応構想を優先課題として掲げており、

域内のHIV陽性者の約4分の1はこの30都市に住む人たちで占められています。そして30

都市のうち10都市はインドにあるのです。キーポピュレーションを対象にしたプログラムの普

及率を高め、インドがグローバルファンドの助成を受けた新たな野心的ターゲットを達成できる

かどうかは、こうした巨大都市における戦略的対応の成果にかかっています。

　インドで最も人口が多いムンバイとデリーの2都市は、エイズ流行終結に向けたパリ宣言

に署名しています。この宣言の署名都市は、エイズ流行終結に関する一連の約束の中で、

2020年の高速対応ターゲット達成も約束しています。

　UNAIDSはこれら2都市と協力して、現状とその対応を分析し、それぞれの都市の対策を

策定するための技術支援を提供してきました。分析の結果は、目標と現状の間のギャップを把

握して都市レベルの対応戦略を策定し、必要な人口集団に、正しい場所で、正確な介入策を

進めるためのHIVサービスのパッケージをまとめる目的で使われています。市の計画にはまた、

資金確保策やコミュニケーション戦略も含まれています。持続可能性に関する分析結果は、国

の予算や国際資金の不足を補うための市当局による投資を促すものです。

規模拡大を促すシステムの強化

　効果的な治療プログラムを大規模に提供することは、新規感染を減らすうえでも重要です。

治療によってHIV陽性者の体内のウイルス量が抑えられれば、感染のリスクは無視できるレベ

ルに低下するからです。UNAIDSはインド全域でHIVのウイルス量測定検査を広げることを支

援しています。

　レベルの高い専門家を育てるため、インドではエイズ対策プログラムのディレクターや医療提

供者ら160人に対し、医学、微生物学、公衆衛生学、ウイルス学の能力開発研修が行われ

てきました。この人たちが今度は、州レベルで研修の指導や助言、教育にあたっています。こ

うした努力がウイルス量検査の普及を全国的に助けているのです。治療プログラムの資金を国

際援助資金から国内予算に移行させ、ウイルス量検査のための人材を大幅に増やすための財

政支援もまた、こうした努力の持続可能性を支えることになります。
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影響力を高める革新的な工夫

　曝露前予防服薬（PrEP）のような新たな予防ツールが、キーポピュレーションの新規HIV

感染を減らすことが示されてきました。ただし、こうした革新的アプローチを全国レベルで広げ

ていくには、政治的な支援を得るために予防効果に関する確実なエビデンスをそれぞれの地元

で示していく必要があります。

　UNAIDSはインドで最初に大規模な曝露前予防のパイロット研究が行われた際に重要な支援

を提供しています。女性セックスワーカーによる曝露前予防に焦点を当てデータ分析を行った

研究です。このプロジェクトの大きな特徴は、コミュニティによる大量仕入れと提供を推奨し、セッ

クスワーカー自身が研究に積極的に参加したことです。介入の有効性を示すエビデンスが得ら

れ、曝露前予防服薬に関する国の政策策定、および拡大のための行程表に生かされています。

壁を破り、橋を架ける

　UNAIDSは世界的な経験を生かし、 インドが2017 年に「検査して治療（test and 

treat）」政策を採用するよう戦略的情報と影響分析を提供してきました。この政策がもたらす

利益について広く理解と支持を得るために、HIV陽性者、政策担当者との協議も繰り返し開い

てきました。

　グローバルファンドの助成だけでなく、UNAIDSインド事務所はインドの新たなHIVとエイ

ズ予防法成立に向けても、法案が最初に検討された2004年から議会で可決される2017年

まで長期のアドボカシー活動を続けてきました。この重要な反差別法は、HIV陽性者とその家

族をスティグマと差別から守ることが目的です。UNAIDSのアドボカシー活動は国会議員や国

の政策担当者、コミュニティ、市民社会を巻き込み、法案の支持を働きかけてきました。法律

の成立後も州や地区レベルでの実施をはかるため国家エイズ対策機関に技術支援を行っていま

す。

　「UNAIDSインドのタイムリーな支援

があったので、 セックスワーカーのコ

ミュニティを対象にした曝露前予防服薬

（PrEP）実証プロジェクトのデータを

確実に分析することができました。この

予防ツールが現実的な選択肢になるよう

全国で国家エイズ対策機関とともに働き

かけられるようになったことをとくに嬉し

く思っています」

　ラクシュミー　Ashodaya Samithi

（インド・マイソール市にあるセックス

ワーカー主導のコミュニティ組織）事務

局長

　「UNAIDSインドは政府、市民社会、

コミュニティ、 民間企業の知恵を結集

し、HIV分野全体に生かすユニークな

貢献をしています。HIVの政策優先度

を維持するためUNAIDSインドが妥協

することなく戦略的貢献を続けてきたこ

とは賞賛に価します。資金が減少する

中で対策を再強化し高速対応軌道に戻

すことは容易ではありません。それでも

UNAIDSのリーダーシップがあれば、

国の目標実現に向けて前進を続けること

は可能だと私は確信しています」

　スンダラ・スンダララマン　市民社会

メンバー　インド・チェンナイ
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インドネシア：国別ケーススタディ（事例研究）

　このケーススタディは、申請書提出のための戦略策定から効果的な事業実施まで、助成の

流れに沿ってUNAIDSが提供した様々な技術支援の一部を紹介しています。資金を確保する

だけではありません。より重要なのは、その資金を最大限に生かせるように各国を引き続き支

援していくことです。グローバルファンドは2018年にインドネシアで9277万7717米ドルの

HIV対策事業への助成を決定しました。こうした助成は、キーポピュレーションをHIV治療サー

ビスにつなぐという重要な課題に対しインドネシアが大きなステップを踏み出したことを示してい

ます。

課題

　アジア太平洋地域のHIV陽性者数の90%は6カ国に集中しています。その1つがインドネ

シアで、HIV陽性者数は62万人を超えています。2017年には、多数の島からなるこの国が

アジア太平洋地域の年間新規HIV感染の推定18％、エイズ関連の死亡の推定23%を占めて

いました。UNAIDSはこのため、インドネシアを高速対応国に指名しています。投資の促進が

地域全体の流行にも大きなインパクトを与える可能性があるからです。

　インドネシアのHIVの流行は、注射薬物使用者、男性とセックスをする男性、トランスジェ

ンダーの人たち、女性セクスワーカーなどキーポピュレーションに集中しています。新規HIV

感染は2010年当時と比べると減少していますが、年間の感染は5万件近く、域内で最も感

染率の高い国の一つです。加えて、インドネシアにはHIV陽性者の抗レトロウイルス治療の普

及率が低いという特別の課題もあります。2017年時点でわずか17%です。キーポピュレーショ

ンに対するスティグマ、差別、法執行機関の行動が検査サービスの利用を妨げています。検

査と治療の普及率を高速対応ターゲットの最大値（90%）にすることが2030年のエイズ流行

終結の前提であることを考えると、治療カスケードの入り口の部分の障壁をまず取り除かなけれ

ばなりません。

グローバルファンド資金へのアクセス

　グローバルファンドの助成を獲得するには、各国は最大の成果を生み出せるようしっかりとし

たエビデンスに支えられた戦略計画に基づき、技術的に適切と考えられる申請書を提出する必

要があります。さらに、その計画は、流行の影響を最も大きく受けているコミュニティの意見と

経験を十分に反映した協議プロセスを踏まえていなければなりません。

　インドネシア事務所長が国別調整メカニズム（CCM）とHIV技術作業部会の副議長となるこ

とで、UNAIDSはインドネシアの2018－2020年HIV申請書の提出支援に中心的な役割を

果たしてきました。そこには、計画の精密な検討や国内の対話プロセス、様々な作業部会（キー

ポピュレーションのための予防、ハームリダクション、人権、ケアと支援と治療、検査、コミュ

ニティシステムの強化、保健システム強化、影響緩和など）、それにコミュニティおよびキーポ

ピュレーションとの協議などが含まれています。

　「 グ ロ ー バ ル ファンド の 2018－

2020 年 助 成で、UNAIDSは私たち

を助けてくれました。 インドネシアの

2030年HIV終結に向けたロードマッ

プを実現するための主要な資金の一つ

です。また、インドネシアのHIV/エイ

ズ対策を確固としたものにするHIV国

家 行 動 計 画 2020－2024 の策 定も

UNAIDSの技術支援で実現しました。

新計画はインドネシアのHIV政策の大き

な指針となるでしょう」

　エンダン・ブディ・ハストゥティ　イン

ドネシア保健省HIV/エイズ・性感染症

プログラムマネージャー
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　HIV申請書作成のためのテクニカルライターを契約したのに加え、技術作業部会にコミュニ

ティが関われるようUNAIDSは地元のキーポピュレーションや市民社会の代表らにも部会に参

加してもらいました。このことでキーポピュレーションのサービス利用を妨げる障壁を把握し、

適切な対応をとれるようになったのです。また、地元のコミュニティグループやネットワークが効

果的に対策に加わるための能力開発にも役立ち、助成事業を効果的に実施するうえで必要な

包摂性を生み出しています。

サービス受け入れを阻む障壁への対応

　HIVと結核のサービス提供を妨げる人権上の課題に対応するため、グローバルファンドはプ

ログラムのインパクトを最大限に高めるこの分野の追加的資金をインドネシアに提供していま

す。インドネシアにとってはグローバルファンドによる初の触媒投資資金でした。UNAIDSはそ

の必要性を国内の関係者に説明して申請準備チームを編成、運営し、人権プログラムの優先

順位を高めるための協議を行い、申請書作成を助けてきました。このプロセスで重要だったの

は、最近の襲撃や逮捕、売春宿閉鎖などの増加によるHIVサービスの崩壊に対し、どうすれ

ば効果的に対応できるかという点でコンセンサスを得ることでした。キーポピュレーションの人

権を尊重し、守るための介入策には270万米ドルの追加助成が認められています。

　UNAIDSは以後、グローバルファンドや国内パートナーと協力し、人権の観点からHIVと結

核分野でサービスやプログラムへの利用を妨げている法律および政策上の障壁についてベース

ライン（現状）調査の実施を支援してきました。主な貢献分野は、バンドン、ジャカルタ、マカッ

サル、スラバヤにおける現地調査に地元の専門家とノウハウを提供することです。また、各地

区における人権の文脈について十分な情報を得ることに加え、この種の評価を行うために必要

な地元の能力の強化にも取り組んできました。また、キーポピュレーションを取り巻く法的、社

会的環境についても評価し、対象となる人たちに対策を届けやすくする方策も勧告しています。

こうした重要情報は、グローバルファンドのプログラムの実施だけでなく、将来的な保健分野

の行動計画とHIV戦略の策定にも活用されつつあります。

　人権プログラムは実施段階に入っており、UNAIDSの技術支援も、能力強化から効果的な

実施への支援に役割が移行しています。助成事業の実施状況を改善するには、受け入れ側の

中心となる市民社会組織との関係を強化する必要があります。人権上の危機に対応するメカニ

ズムの確立；コミュニティを基盤としたモニタリング；実施手段と専門技術の提供；国の人権プ

ログラムとHIV対策の連携構築などがそうした支援に含まれます。

効果的な介入戦略の開発

　助成申請に向けた協議では、キーポピュレーションにおける検査率が低いことに対応するた

め、インドネシアの国内パートナーがコミュニティベースの検査を拡大するよう勧告を受けてい

ます。コミュニティを基盤に革新的な介入策を拡大するには、資金だけでなく、国として積極

的に取り組む政治的な関与が必要です。UNAIDSは技術作業部会を通じて必要なエビデンス

の収集と分析を進め、インドネシアの事情に合ったコミュニティ検査の実施を技術的に支援して

きました。そのエビデンスは、国のHIV検査政策の策定を助けるとともに、大量購入により対

策費用を引き下げる政治対応にも活用されています。

　「UNAIDSインドネシア事務所がコ

ミュニティベースのモニタリングや評

価とそのフィードバックに精力的に取

り組んできたことを認識しています。

UNAIDSインドネシアのアプローチが際

立っているのは、フィードバックを地元

の非政府組織の能力向上と経験の蓄積

に役立てようとする強い意欲があること

です」

　アディタヤ・ワルダナ　インドネシア・

エイズ連合事務局長
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　域内各国間の知識と技術の移転を促進する役割もUNAIDSは果たしています。グローバ

ルファンドの助成金のサブレシピエントであるインドネシアのセックスワーカー全国ネットワーク

OPSIは、女性セックスワーカーのHIVプログラムに関するベストプラクティスの技術移転につ

いて、セックスワーカー主導のインドのコミュニティ組織Ashodaya Samithiから支援を受け

ています。UNAIDSの助けにより、OPSIは極めて移動性の高いセックスワーカーのコミュニ

ティにおけるマッピングの新手法を学び、地元の主だった人たちが対策に参加できるようにしま

した。さらに移動の状況を追跡してセックスワーカー人口の規模を推定し、HIVプログラムの

普及を進めることで介入効果の最大化をはかっています。

効果の最大化を促す資金配分

　UNAIDSインドネシア事務所は他のパートナーと協力し、キーポピュレーションの予防対策

拡大とプログラム実施を妨げる障壁の除去に向けたグローバルファンド資金の獲得に中心的な

役割を果たしてきました。資金が確保できたことから、現在は国別調整メカニズム（CCM）と

その技術作業部会に技術支援を行い、資金が有効に使われるよう監督することを助けていま

す。このことによって、物品調達やモニタリングと評価など、助成実施のどこが弱点になって

いるのかを突き止め、素早く対応できるようになっているのです。政府や市民社会の実施担当

者に技術支援を提供することで、助成金の管理や技術的な助言のメカニズムに主導的に関与

することに加え、インドネシアが2020年までの高速対応ターゲットと2030年のエイズ終結を

達成することを助けています。

ベトナム：ケーススタディ（事例研究）

このケーススタディは、申請書提出のための戦略策定から効果的な事業実施まで助成の流れに

沿い、エビデンスに基づいて資金を最大限に生かすことができるようUNAIDSが提供した様々

な技術支援の一部を紹介しています。グローバルファンドは2018年、ベトナムの2018－

2020年HIV事業に5970万ドル相当の助成を決定しました。対象となったのは、UNAIDSベ

トナム事務所の助けを受け、ベトナム政府が収集、分析した新たな戦略情報に基づいて作成し

たプログラムです。

課題

　アジア太平洋地域のHIV陽性者数の90%はベトナムを含む6カ国に集中しています。ベト

ナムのHIV陽性者数は推定25万人です。このため、UNAIDSはベトナムを高速対応国に指

名しました。投資の促進が地域全体の流行にも大きなインパクトを与える可能性があるからで

す。ベトナムの流行はキーポピュレーションに集中し、注射薬物使用者、男性とセックスをする

男性、女性セックスワーカーワーカーの陽性率が最も高くなっています。2010年と比べれば

新規感染数は減少しているものの、男性とセックスをする男性の陽性率は最近、上昇していま

す。UNAIDSはベトナムのHIVとエイズ対策を支援するため、資金のギャップを埋め、投資

の優先順位をつけ、キーポピュレーションを対象にした革新的なアプローチを導入できるようき

め細かい戦略情報の収集を助けています。

　「UNAIDSはグローバルファンドへの

助成申請や事業実施を含め、インドネシ

アがHIV対策を進めるうえ不可欠な調

整役を果たしています。UNAIDSの関

与で市民社会と政府の様々なアクター

間の橋渡しができ、HIVの流行に最も

大きな影響を受け、社会的に弱い立場

に置かれている人たちを真に包摂する

HIV対策が可能になっているのです」

　ゲイル・スティックリー　世界エイズ・

結核・マラリア対策基金前インドネシア

国内ポートフォリオマネージャー
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プログラムのためのきめ細かいエビデンス

　グローバルファンドは2016年、ベトナムのHIV/エイズ予防管理本部（VAAC）に対し12

省でキーポピュレーションの規模を推定するための特別計画助成を認めました。データ不足が

最適なプログラムの開発と資金配分を妨げる大きな要因になっているからです。VAACおよび

米疾病管理予防センター（CDC）と協力して、UNAIDSは革新的で費用対効果の高いデータ

の収集、分析手法に関する技術手引きを作成し、関係者の研修を担当する専門家を派遣しまし

た。さらに、プロセスと結果に関するコンセンサスの形成を促し、他のデータ収集作業との相

乗効果を高めるため、ベトナム政府の統計事務所とも戦略的な連携を保っています。

　ベトナムでは2018年から、12省で男性とセックスをする男性の人口規模推計を行っていま

す。また、ハノイでは女性セックスワーカーと注射薬物使用者の人口規模も推計しています。

こうしたデータは国の推計のもとになり、グローバルファンドの新規助成の申請にも活用されて

います。その知見は高速対応への投資の手引きとなり、省や市レベルではキーポピュレーショ

ンを対象にしたプログラムのモニタリングにも使われています。また、男性とセックスをする

男性を対象にした曝露前予防服薬プログラムの優先拡大地域の決定にも活用されています。

UNAIDSはこうした成果を将来的に広げていくため、他の地域でも方法論の専門家派遣を続

ける予定です。

誰も置き去りにしない

　ベトナムでUNAIDSが支援したトランスジェンダーのコミュニティに関する研究や介入策は社

会の包摂性を高め、グローバルファンドへの新規助成申請にも生かされています。域内の他の

都市と同じように、ホーチミン市でもトランスジェンダー女性のHIV陽性率が高いことが示され

ています。トランスジェンダーの保健とHIVと人権に関するアジア太平洋地域協議へのベトナ

ム代表団の参加を支援することで、UNAIDSはベトナムがトランスジェンダーの保健課題に積

極的に取り組むよう理解を求めてきました。このことがトランスジェンダーに関する戦略的情報

の不足を認識し、キーポピュレーションのニーズに対応する環境を整える成果をもたらしていま

す。

　この点を強調しつつ、UNAIDSは次のステップに進むために、トランスジェンダーのコミュニ

ティからの参加も含めた関係者協議の場を設けました。そこでは、HIVプログラムへのニーズ

調査も含め、トランスジェンダーの人たちを対象にした現在の介入策の包括的なマッピングが提

案され、UNAIDSの技術的、財政的支援で実施されています。UNAIDSは、グローバルファ

ンドの新規助成で計画されているトランスジェンダー人口の規模推計に向けた技術手引きも提

供する予定です。UNAIDSによる協議とアドボカシーを続けることが、トランスジェンダーの人

たちのHIV対策上のニーズに対する認識を深め、そのニーズにあわせたサービスの提供に取

り組むという次のステップにつながります。

　「グローバルファンドの投資とその実

施枠組み、およびエビデンスを踏まえた

優先度と目標の設定に関し、UNAIDS

ベトナムは不可欠の役割を担っていま

す。政治的なアドボカシー活動、およ

び国別調整メカニズムの副議長や開

発パートナー・グループの議長などを

通した調整役としての立場とともに、

UNAIDSの専門的な技術能力がより効

果的かつ効率的な対応を進めるうえで

大いに役立っています」

　オリバー・カーベィ　世界エイズ・結

核・マラリア対策基金ベトナム上級ポー

トフォリオ・マネージャー
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革新的な試みを国の行動計画に

　プログラムの効果を妨げる要因に対する試験的なプロジェクトの実施を推奨し、その評価を

行うことで、UNAIDSはプログラムの拡大に必要な政治の支援を得るためのエビデンスを提供

しています。高速対応ターゲットである90%レベルに向けて、検査と治療の普及率を最大限

に高められるかどうかは、HIV陽性者やキーポピュレーションの人たちがスティグマのない保健

医療アクセスを得られるかどうかにかかっています。

　高速対応に向けた革新的アプローチのためのMACエイズ財団による追加的資金を得て、

UNAIDSはホーチミン市の3つの保健医療施設で、HIV関連のスティグマと差別低減のため

のパイロットプロジェクトに技術的支援を提供しています。プロジェクトにはベースライン調査や

保健医療従事者の能力開発、規模拡大に向けた勧告に対するエンドライン調査などが含まれて

います。UNAIDSは、VAAC、各省のエイズセンター、ベトナムHIV陽性者ネットワークなど

の協力調整にあたっています。意味のあるかたちでのHIV陽性者の参加、およびHIV陽性者

と保健医療従事者との対話は、パイロットの成功に不可欠です。こうした試みは、プログラム

の有効性について価値あるエビデンスを提供し、グローバルファンドの資金でプログラムの拡

大を進めるための情報として活用することができます。

　ベトナムは現在、国の社会保険制度のもとでHIV治療をより広範な保健システムに統合しよ

うとしています。保健医療機関のスティグマをなくすことは、この点でも重要度が増しているの

です。こうした統合はグローバルファンドが目指す持続可能性とも関連しています。パイロット

で得られた経験はすでに、国の行動計画にも情報として伝えられ、保健省からはすべての保健

医療施設に対し、HIV関連のスティグマと差別の低減に関する新たな指示が出されました。ま

た、HIVの流行に厳しい影響を受けているベトナム以外の地域でも、早期の治療開始と治療

継続を期待して同様のプログラムが実施できるよう他のパートナーに追加的な資金貢献を求め

る動きが生まれています。

包摂的な国内対話の調整役

　専門的な技術分野での貢献に加え、戦略的なエビデンスが対策に最大限の成果をもたらすよ

う、UNAIDSは関係者間の調整とアドボカシーに関しても重要な役割を果たしています。こう

した役割には、政府幹部や指導的な国会議員、コミュニティの代表など国内の主要関係者によ

る政策対話の会合を開くことも含まれています。会合による合意形成と相互理解が政治の関与

を促し、人を中心にした対策を進める大きな助けになります。

　最近ではこうしたアドボカシーの活動により、社会から排除されがちな集団や過疎地住民を

含むキーポピュレーションの人たちが公的健康保険を利用したり、手ごろな価格のHIV治療を

受けたりするためのアクセスの改善がはかられています。しっかりとしたエビデンスの基盤をつ

くり、HIV陽性者やキーポピュレーションの人たちが国の政策対話に加われるようにし、ベスト

プラクティス事例と革新的なアプローチをつなぐことで、UNAIDSはベトナムがエイズ対策へ

の国内および国際投資の成果を高め、2030年のエイズ流行終結というゴールに向かうことを

助けています。

　「UNAIDSが分析を助け、革新的で

費用対効果の高いサーベイランス手法

の導入を支援したおかげで、ベトナム

は、国内のすべての省で男性とセックス

をする男性の人口規模について、オン

ライン利用者の割合も含め、入手可能

な範囲で最善のエビデンスを得ることが

できました。さらに、UNAIDSはHIV

感染の高いリスクにさらされているキー

ポピュレーションの規模に関する推計技

術について、国および省の技術チーム

に移転することも助けています。このこ

とがベトナムのサーベイランスシステム

を強化し、持続可能性を高めました。

男性とセックスをする男性の人口規模推

計はすでに、HIVの流行の現状推計と

将来見通しに使われています。ベトナム

の対策を再検討し、新たな優先順位を

決定する際にも重要資料として活用され

るでしょう」

　ボー・ハイ・ソン　ベトナム保健省

HIV/エイズ予防管理本部サーベイラン

ス・モニタリング・評価・臨床検査室長

　「UNIDSが支援したパイロット計画は

保健医療機関でHIV陽性者が直面して

きたスティグマと差別の現実を明らかに

しています。これまで、ほとんど対策が

とられてこなかった課題です。この計画

は、保健医療機関でのコミュニティワー

カーの役割を認識することに成功してい

ます。コミュニティワーカーと保健医療

従事者が互いの役割を認め、協力すれ

ば、HIV治療ははるかによくなるでしょ

う」

　グェン・アン・フォン　ベトナムHIV

陽性者ネットワーク運営委員会



（日本語版翻訳　公益財団法人エイズ予防財団）




