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GLOBAL HEALTH SECURITY: OVERVIEW 
 

 

The term global health 

security is often used to 

describe preparedness for 

and response to serious 

health incidents that are 

cross-border in nature and 

that pose a risk to security, 

destabilize economies, 

disrupt social cohesion, 

and affect the critical 

business of government.  

 

Key risks to global health 

security being addressed 

by governments and 

international bodies 

include chemical, 

biological, radiological 

and nuclear threats 

(CBRN) and the spread of 

pandemic influenza. 

Events that have 

influenced the global 

health security landscape 

include the 1995 sarin gas 

attack in the Tokyo 

subway, the 2001 mailing 

of anthrax spores through 

the United States postal 

system, the 2003 

emergence of Severe 

Acute Respiratory 

Syndrome (SARS), the 

Pandemic (H1N1) 2009 

and the accident at 

TEPCO’s Fukushima 

nuclear power station in 

Japan.  

 

The Global Health Security 

Initiative provides an 

effective forum to 

convene representatives 

from member delegations 

to discuss current and 

future global health 

security concerns. The 

Initiative also works with 

other institutions to 

improve preparedness 

efforts worldwide, through 

better coordinated 

surveillance, detection 

and response efforts. 
 

10 YEARS OF COLLABORATIVE ACTION 

GLOBAL HEALTH SECURITY INITIATIVE 

 

“We affirm our resolve as 

a group of Health 

Ministers/Secretaries 

representing diverse 

nations to, individually 

and collectively, take 

concerted actions to 

ensure the health and 

security of our citizens, 

and to enhance our 

respective capacities to 

deal with public health 

incidents.” 

 

Ministerial Communiqué, 

2001  
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GHSI: ORIGINS AND MANDATE 
   
The Global Health Security Initiative (GHSI) 

is an informal network of countries that 

came together shortly after the September 

11, 2001 attacks, to ensure exchange and 

coordination of practices within the health 

sector in confronting new threats and risks 

to global health posed by terrorism.   

 

Members 

Delegations of the GHSI include Canada, 

France, Germany, Italy, Japan, Mexico, the 

United Kingdom, the United States and the 

European Commission. The World Health 

Organization (WHO) serves as an observer. 

 

 

Mandate 

The mandate of the GHSI is to undertake 

concerted global action to strengthen 

public health preparedness and response 

to the threat of international CBRN 

terrorism. In 2002, pandemic influenza 

preparedness and response was included 

in the mandate, given the linkages of this 

issue to health security. Lessons learned 

from a range of incidents, including both 

intentional and naturally-occurring events, 

inform work undertaken in support of this 

mandate. 
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GHSI: STRUCTURE 
 

Ministerial Meetings: The annual meeting of 

health ministers fosters dialogue on topical policy 

issues and sets directions for the Initiative.  

 

Global Health Security Action Group: GHSAG 

brings together senior officials from each 

delegation to ensure that ministers’ plans and 

objectives are translated into concrete actions 

and to serve as a network of rapid 

communication in the event of a crisis. GHSAG 

members exchange information regarding 

global health security issues, discuss policy 

priorities for the network, review progress on 

technical-level activities and assist in the 

preparation of Ministerial meetings.   

 

Technical/Scientific Level: Working Groups  

The Risk Management and Communications 

Working Group is responsible for CBRN risk 

management planning, threat and risk 

assessment, emergency communications, and 

policy collaboration in areas such as medical 

countermeasures.  The Working Group includes a 

Communicators’ Network, which was established 

to develop and integrate effective risk and crisis 

communications strategies into risk 

management.  

 

The Global Laboratory Network is involved in 

promoting quality assurance in diagnostics, 

flexibility and adaptability of techniques and 

technologies and addressing issues regarding 

transport of specimens. 

 

The Chemical Events Working Group is involved 

in the risk prioritization of chemicals, the 

identification of research needs and best 

practices in the area of medical 

countermeasures, as well as other cross-hazard 

projects such as early alerting and reporting. 

 

The Radio-Nuclear Threats Working Group 

works in collaboration with other radiation 

protection and nuclear safety authorities on 

emergency preparedness, undertakes projects 

in areas such as countermeasures and 

laboratory mapping, and serves as an informal 

communication network during emergencies.   

 

The Pandemic Influenza Working Group is 

responsible for sharing and comparing 

respective national approaches to pandemic 

preparedness, including vaccine and anti-viral 

stockpiling and use, surveillance and 

epidemiology, diagnostics, and public health 

measures. During the H1N1 Pandemic, the 

Working Group coordinated the regular 

exchange of information among GHSI members 

on the status of the pandemic response.  

 

The GHSI Secretariat is responsible for meeting 

planning, horizontal coordination and integrated 

priority-setting across the initiative, which 

includes management of the committee of 

Working Group Chairs and Delegation Liaisons.  
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KEY ACCOMPLISHMENTS & 

ONGOING ACTIVITIES 
 

By providing a forum for countries to engage in 

dialogue, generate new knowledge, share 

best practices, and exchange preparedness 

approaches, the GHSI has helped to inform the 

efforts of national governments aimed at 

advancing health security.  Working 

collaboratively through the GHSI has also 

enabled governments to build a stronger 

scientific evidence-base, and to utilize national 

resources in a more effective manner.  

 

In the international realm, the Initiative has 

acted as a forum for cooperation and 

dialogue on health security matters.  Through 

cooperation with other international bodies 

including the World Health Organization, the 

GHSI has made valuable contributions to 

advancing work on global health security 

beyond the group’s membership. Participation 

in the GHSI has also positioned member 

governments to more actively engage and 

play a leadership role within their respective 

regions on health security-related matters.  

  

 The assessment of threats and risks is a 

foundational element which allows GHSI 

members to link risk assessment to health 

preparedness efforts.  Progress has been 

made in developing a common 

methodology for assessing threats and risks 

to inform priority-setting within GHSI through 

a systematic review of key threat agents. 

This includes increasing interaction between 

the security and health sectors, and 

identifying vulnerabilities in preparedness 

and response. 

 

 

 

 

  
 

 Governments are placing considerable 

emphasis on the compilation of surveillance 

and reporting data that could offer early 

warning with respect to emerging incidents.  

In this regard, the GHSI continues to 

develop a common platform for early 

alerting and reporting, which is used for 

tracking public information and media 

sources and relaying critical information to 

decision makers. 

 

 The GHSI network has improved the quality 

of analytical work in high-safety 

laboratories in areas such as electron 

microscopy, smallpox, anthrax, tularemia, Q 

fever and plague. Strengthening global 

laboratory capacity has emphasized 

external quality assurance, as well as best 

practices in detection, diagnosis and 

transportation. 

 

 The lessons learned from a GHSI exercise led 

to the creation of a 24/7 Emergency 

Contact Network in order to improve 

international communications capabilities 

among health officials in the event of a 

critical incident or health emergency. 
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 Establishing a strategic risk and crisis 

communications process is part of an 

effective preparedness and response 

strategy. This has included guidelines for 

generic risk communications; specific 

strategies to address communications 

needs for key threat agents; and policy 

papers on best practices in risk 

communications, communications 

challenges in uncertainty, and the role and 

influence of social media in public health 

emergencies. 

 

 A Risk Incident Scale was designed by the 

network for communications among 

governments to share information on the 

gravity, magnitude and immediate impacts 

of a CBRN incident.  

 

 Medical countermeasures, especially 

therapeutics and vaccines, are viewed as a 

critical tool for the health sector in 

containing and mitigating the spread of a 

threat agent during an incident. The 

development of a sustainable global 

infrastructure for medical countermeasures 

provides a broad framework for the GHSI’s 

work in this area. This has included sharing 

information on research and development 

and exploring collaborative opportunities 

related to specific products, as well as 

discussing regulatory and logistical issues 

associated with stockpiling and 

deployment. 

 

 Ensuring GHSI countries have access to a 

global evidence-base with respect to CBRN 

human decontamination capabilities has also 

been a priority for the network. This has 

included sharing current research among 

member delegations, developing and 

disseminating best practices and converging 

practice and interoperability. 

 

 GHSI members have recognized the 

importance of collaborating with the WHO 

in strengthening global health security, 

including through the implementation of 

the International Health Regulations (2005).  

By promoting the uptake and dissemination 

of outcomes from GHSI activities, and by 

sharing technical information on IHR 

implementation among members, the 

network has been able to contribute to this 

broader objective and will continue its 

collaborative efforts in support of IHR 

implementation globally.   

 

 Smallpox was the object of considerable 

activity in the early stages of GHSI, and it 

remains an issue of continuing attention. 

Collaborative efforts to address smallpox 

have included a unique international 

exercise (Global Mercury), and support 

given to the WHO Secretariat, particularly in 

the field of planning for the potential need 

for vaccination.  

 

 In 2009, the GHSI proved to be highly 

valuable in facilitating the timely sharing of 

information for the response to Pandemic 

(H1N1) 2009 and to support national decision-

making.  The GHSI also facilitated 

relationships that led to international 

collaboration in the early days of the 

outbreak, as well as throughout the 

pandemic. Lessons learned from the H1N1 

pandemic have continued to inform both the 

generic preparedness and pandemic 

planning efforts of GHSI members. 
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 Over the past ten years, the GHSI has 

provided Ministers, Senior Officials and 

technical experts with a trusted forum to 

engage in open discussion on health 

security issues.  The relationships developed 

through this forum have been an asset to 

health ministries in advancing work on 

health issues at home and abroad. For 

example, members have regularly shared 

information during critical health-related 

incidents, such as the Fukushima nuclear 

accident and the outbreak of Escherichia 

coli in Germany in 2011. 

 The GHSI has regularly identified cross-

national needs for capacity-building 

among technical staff, and has met those 

needs through workshops and training 

sessions.  Inter-governmental sharing in 

emergency preparedness, joint training and 

planning have formed the core of the 

technical cooperation that has taken place 

under GHSI. 
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COOPERATION BEYOND THE GHSI 
 

Health security is a core aspect of the 

mandate of a number of international 

and regional organizations.  This section 

outlines the efforts of some of these 

organizations and identifies potential 

areas for collaboration with the GHSI.  

 

World Health Organization 

 

As an international organization and the 

specialized agency of the United Nations 

for health, the WHO serves as an observer 

to the GHSI. The efforts of the GHSI are 

well aligned with the health security issues 

being addressed through the WHO. 

These include: the implementation of the 

International Health Regulations by 

member states; international cooperation 

in outbreak surveillance, alert and 

response; transparency and sharing of 

knowledge, technologies and materials, 

including laboratory samples and viruses; 

improvement in public health 

infrastructure; and increased national 

and international resources for training, 

surveillance, laboratory capability, 

interconnected response systems and 

prevention.   

 

The GHSI will continue to work with the 

WHO to support common priorities for 

global health security.  

 

European Union Health Security 

Committee  

 

The European Union Health Security 

Committee is an advisory body 

comprised of representatives of Health 

Ministers from the 27 EU Member States 

and the three countries of the European 

Economic Area. It is chaired by the 

European Commission. Its mandate is to 

share information and experience on 

preparedness and response to health-

related threats from acts of terrorism or 

any deliberate release of biological or 

other agents as well as pandemic 

influenza, and to advise Health Ministers 

and the European Commission services. 

 

International Atomic Energy Agency 

 

The IAEA is the world's centre of 

cooperation in the nuclear field. The 

Incident and Emergency Centre (IEC) of 

the IAEA is the global focal point for 

international preparedness and response 

to nuclear and radiological safety or 

security related incidents, emergencies, 

threats or events of media interest. In this 

role, the IAEA IEC facilitates prompt 

international notification, information 

exchange and cooperation as well as 

international assistance when the 

capabilities of States might be exceeded. 

The GHSI and IAEA work together in these 

areas. 

 

Nuclear Energy Agency 

 

The NEA is a specialized agency within the 

Organisation for Economic Co-operation 

and Development. The mission of the NEA 

is to assist its member countries in 

maintaining and further developing, 

through international co-operation, the 

scientific, technological and legal bases 

required for the safe, environmentally 

friendly and economical use of nuclear 

energy for peaceful purposes. The NEA 

assists the GHSI in collecting information 

addressing human health risks associated 

with radiological and nuclear threats. 
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FUTURE PERSPECTIVES 
 

The nature of health security continues to 

evolve in a number of important ways, 

giving rise to new challenges.  These 

emerging challenges illustrate the need 

for governments to remain vigilant in their 

preparedness and response, and to 

strengthen efforts for international 

cooperation. 

 

Governments have placed increasing 

emphasis on preparedness and response 

strategies that build on an “all hazards 

approach”. This approach promotes the 

use of common platforms to address a 

variety of diverse health threats and risks. 

 

 

 

Since its inception in 2001, the value of 

the GHSI partnership has been 

demonstrated through timely information 

exchange and effective networks, 

resulting in strengthened capacity and 

decision-making related to CBRN threats 

and risks. 

 

As health security continues to evolve, 

the GHSI’s preparedness and response 

activities will remain adaptable to 

changing threats and to the changing 

health security landscape.
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世界健康安全保障：概要 

 

 

 

世界健康安全保障という語

は、多くの場合、国境を越え

る性質を持ち、安全保障にリ

スクをもたらし、経済を不安

定化し、社会的な一体性を崩

壊させ、政府の重要な業務に

影響を及ぼす重大な健康上

の事象への備えと対応を表

すために用いられる。 

 

各国政府と国際機関が取り

組んでいる地球規模の健康

安全保障の主なリスクには、

化学剤（chemical）、生物剤

（biological）、放射性物質

（radiological）、核（nuclear）

（CBRN）の脅威とパンデミ

ックインフルエンザがある。

地球規模の健康安全保障の

様相に影響を及ぼした出来

事としては、1995 年に東京

で起きた地下鉄サリン事件、

2001 年に米国で起きた炭疽

菌芽胞の郵送事件、2003 年

の重症急性呼吸器症候群

（SARS）の発生、2009 年の

新型インフルエンザ（H1N1）

の流行、および 2011 年に日

本で起きた東京電力福島原

子力発電所事故がある。 

 

世界健康安全保障イニシア

ティブは、メンバー国の代表

が集まって地球規模の健康

安全保障の現在および将来

の問題について話し合う実

効的なフォーラムを提供し

ている。また、このイニシア

ティブは、協調的なサーベイ

ランス、検知、対応を通して

世界的に備えを強化するた

めに、他の各種機関とも協力

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界健康安全保障イニシアティブ 
仮訳 （原文は英語。原文との相違がある場合には原文を優先する） 

 協調行動の10 年 

「我々は、多様な国家を

代表する保健担当大臣／

長官のグループとして、

個別に或いは共同で、国

民の健康と安全を守るた

めに一致団結した行動を

とり、公衆衛生を脅かす

事件に対処する各自の能

力を増強する、という決

意を表明する。」 

 

 

- 2001 年閣僚共同声明 
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GHSI：起源と任務 

世界健康安全保障イニシアティブ（GHSI）は、

2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ事件を受け、

テロリズムが世界の人々の健康に突きつける

新しい脅威とリスクに立ち向かうことを目的

として、保健セクターの活動に関する情報交換

と調整のために発足した各国間の非公式ネッ

トワークである。 

 

メンバー国 

GHSI を構成しているのはカナダ、フランス、

ドイツ、イタリア、日本、メキシコ、イギリス、

アメリカおよび欧州委員会である。また、世界

保健機関（WHO）がオブザーバーとして参加

している。 

  

 

 

任務 

GHSI の任務は、国際的な CBRN テロリズムの

脅威への公衆衛生に関する備えと対応を強化

するために世界的な協調行動を取ることであ

る。2002 年、パンデミックインフルエンザと

健康安全保障の関連に鑑み、この疾病への備え

と対応が GHSI の任務に加えられた。GHSI の

任務を遂行するための活動には、意図的な行為

と自然事象双方の各種事態の教訓が取り入れ

られている。 
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GHSI：構造 
閣僚級会合：各国の保健担当大臣が年 1 回会合

を開き、時事的な政策問題についての対話を促

進し、イニシアティブの方向性を定めている。 

 

世界健康安全保障行動グループ（GHSAG）：各

国の局長級実務者で構成される GHSAG は、大

臣らの計画と目的を具体的な行動に移し、危機

が発生した際に迅速なコミュニケーションの

ネットワークとして機能することを目的とし

ている。GHSAG のメンバーは、地球規模の健

康安全保障の問題について情報を交換し、

GHSI ネットワークの政策の優先事項を協議し、

技術レベルの行動の進捗状況を確認し、閣僚級

会合の準備を支援する。 

 

技術的／科学的レベル：専門家会合（Working 

Groups） 

リスク管理およびコミュニケーションWGは、

CBRN リスク管理の計画策定、脅威・リスク評

価、緊急時のコミュニケーション、および医学

的対策などの分野での政策協調に責任を負う。

このグループには、効果的なリスク・危機コミ

ュニケーション戦略を策定して危機管理に統

合するために設けられたコミュニケーター

ズ・ネットワークが含まれる。 

 

世界検査ラボネットワークは、診断の質の保証、

手法や技術の柔軟性と適応性を向上し、検体の

輸送の問題に取り組んでいる。 

化学イベント WG は、有害な工業用化学物質

のリスクの優先順位付け、人間の除染の分野に

おける研究の必要性とベストプラクティスの

特定のほか、早期警報・報告など複数の有害事

象にかかわるその他のプロジェクトを行って

いる。 

 

核・放射線の脅威 WG は、放射線防護や核の

安全に関わる他の機関と協力しながら、緊急事

態への備えを行い、対策や施設のマッピングな

どの分野におけるプロジェクトを実施すると

ともに、緊急時の非公式コミュニケーション・

ネットワークとして機能する。 

 

パンデミックインフルエンザ WG は、各国の

準備計画を含め、パンデミック対策計画策定に

ついての情報共有に責任を負っている。2009

年に新型インフルエンザ（H1N1）が流行した

際、このグループは疫学調査、サーベイランス、

医学的対策、公衆衛生対策などの分野において

タイムリーな情報交換の調整を行った。 

 

GHSI 事務局は、会合の準備、横の調整、イニ

シアティブ全体での総合的な優先順位の設定

に責任を負い、ワーキンググループ議長と代表

リエゾンの委員会の管理運営を行っている。 

世界健康安全保障イニシアティブ 

現在の組織構造 

大臣／長官／委員 
カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、メキシコ、イギリス、

アメリカ、欧州委員会、WHO（オブザーバー） 

世界健康安全保障行動グループ（GHSAG） 

GHSI 事務局 

カナダ 

専門家会合 

議長・代表リエゾン 

非公式グループ 

リスク管理および 
コミュニケーション

WG 

コミュニケーターズ・ 

ネットワーク 

閣
僚
レ
ベ
ル 

局
長
級
実
務
者 

レ
ベ
ル 

専
門
家
レ
ベ
ル 

 

世界検査ラボ 
ネットワーク 

WG 

パンデミック 
インフルエンザ 

WG 

化学イベント
WG 

核・放射線 
の脅威 

WG 
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主な成果と継続中の活動 

GHSI は、対話を行い、新しい知識を生み出し、

ベストプラクティスを共有し、備えのアプロー

チについて情報を交換するフォーラムを提供

することによって、健康安全保障の強化を目指

した各国政府の活動に情報を提供している。ま

た、GHSI を通した協調行動は、各国政府がよ

り強固な科学的証拠の基礎を築き、国の資源を

効果的に利用するのに役立っている。 

 

世界の舞台においても、このイニシアティブは

健康安全保障の問題に関する協力と対話の場

として活動してきた。WHO をはじめとする他

の国際機関との協力を通して、グループのメン

バー国にとどまらず地球規模の健康安全保障

の活動の前進に有益な貢献をしてきた。また、

GHSI に参加しているメンバー国の政府は、そ

れぞれの地域内で健康安全保障に関連した問

題に積極的に関与し、リーダーとしての役割を

果たす立場にある。 

 

* 脅威・リスク評価は、GHSI のメンバー国が

リスク評価を健康上の緊急事態への備えに

関連付けるための基本的な要素である。主要

な脅威の原因の体系的なレビューを通して

GHSI 内での将来の優先順位の設定に情報を

提供するため、脅威・リスク評価の共通手順

を発展させる活動が進められている。これに

は、安全保障セクターと保健セクターの協力

の強化、備えと対応における脆弱性の発見が

含まれる。 

 

 

* 各国政府は、新たな事態について早期に警告

を出せるようにするため、監視と報告のデー

タ収集に非常に力を注いでいる。これに関連

して、GHSI 諸国は、公衆衛生の情報とメデ

ィア情報源を追跡し、意思決定者に重要な情

報を伝えるために使用される早期警報・報告

の共通プラットフォーム確立のための取り

組みを継続している。 

 

* GHSI のネットワークは、電子顕微鏡検査、

天然痘、炭疽菌、野兎病、Q 熱、ペストなど

に関してバイオセーフティレベルの高い検

査施設での分析作業の質を高めている。検査

施設の能力の世界的に強化においては、外部

品質保証のほか、検知、診断、輸送のベスト

プラクティスを重視している。 

 

* GHSI の活動から得られた教訓に基づき、重

大な事態や健康上の緊急事態が発生した際

の保健当局間の国際的なコミュニケーショ

ン能力を高めるため、24 時間/週 7 日対応の

緊急連絡ネットワークが創設された。 
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* 戦略的なリスク・危機コミュニケーションプ

ロセスの確立は、効果的な備えと対応を確保

する戦略の一部である。例えば、一般的なリ

スク・コミュニケーションのガイドライン、

主要な脅威となりうる剤についてのコミュ

ニケーション・ニーズに対応する具体的な戦

略、およびリスク・コミュニケーションのベ

ストプラクティス、不確実な状況下でのコミ

ュニケーションの課題、公衆衛生上の緊急事

態におけるソーシャルメディアの役割と影

響力に関する政策文書の作成がある。 

 

* 化学剤、生物剤または放射性物質・核に関わ

る災害の重大性、程度、直接的な影響に関し

て情報を共有するために、政府間のコミュニ

ケーション・ネットワークによってリスク・

インシデント・スケールが考案された。 

 

* インシデント発生時に脅威要因の拡散を抑

制・軽減するための保健セクターの重要な手

段の１つに位置付けられているのが対抗医

薬品、特に治療と予防接種である。この面で

のGHSIの活動の幅広い枠組みを提供してい

るのは、対抗医薬品の持続可能な世界的基盤

の整備である。例えば、研究開発に関する情

報共有、具体的な製品に関連した協力機会の

追求、備蓄と配備に関連した法規と輸送管理

の問題の議論が行われてきた。 

 

* GHSI 諸国が人間の CBRN 除染能力に関する

世界的な証拠基盤にアクセスできるように

することも、このネットワークの優先事項の

1 つである。例えばこの活動には、メンバー

国間での最新の研究の共有、ベストプラクテ

ィスの確立と普及、実践方法と相互運用性の

集中がある。 

* GHSI メンバー国は、世界的な健康安全保障

を強化する上で、国際保健規則（2005）の実

施を含めてWHOと協力する重要性を認識し

ている。GHSI は、その活動成果の取り入れ

と普及を促進し、国際保健規則の実施に関す

る技術的な情報をメンバー国間で共有する

ことによって、より広い目的に貢献すること

が可能になっている。GHSI は今後も世界的

に国際保健規則の実施を支援する協力活動

を継続する予定である。 

 

* 天然痘は GHSI が早くから力を注ぎ、今も引

き続き注目している問題の１つである。天然

痘に関する協力活動としては、ユニークな国

際的な訓練（「グローバル・マーキュリー」）

のほか、特に起こりうる予防接種の必要性に

関する計画策定の分野でのWHO事務局への

支援などがある。 

 

* 2009 年、新型インフルエンザ（H1N1）の流

行に際し、タイムリーな情報共有の促進と各

国の意思決定の支援においてGHSIが非常に

有意義な役割を果たすことが証明された。ま

た、GHSI によって促進された協力関係によ

り、流行発生の初期および大流行の全期間に

わたって国際的な協力が導かれた。新型イン

フルエンザの流行から得られた教訓は、引き

続き、GHSI メンバー国の総合的な準備対策

に有益な情報を提供している。 
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* GHSI は、過去 10 年にわたり、各国の保健担

当大臣、局長級実務者および技術的な専門家

に、健康安全保障の問題に関する率直な討議

ができる信頼性の高いフォーラムを提供し

てきた。このフォーラムを通して築かれた協

力関係は、各国の保健担当大臣にとって国内

外で健康の問題への取り組みを前進させる

ための資産となっている。たとえば、メンバ

ー国は、2011 年の東京電力福島第一原子力

発電所の事故やドイツでの大腸菌による食

中毒の流行など、健康に関連した重大な事態

に際して定期的に情報を共有している。 

 

* GHSI は、恒常的に、国境を越えた専門スタ

ッフの能力構築のニーズを明らかにし、ワー

クショップや研修を通してこのニーズに対

応している。緊急事態への備えの政府間での

共有、および共同で行う研修と計画策定は、

GHSI の下で実行されている技術協力の核心

といえる。 
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GHSI を越えた協力 

健康安全保障はいくつかの国際機関や地域組

織の中心的な任務の 1 つとなっている。このセ

クションでは、こうした組織の一部についてそ

の活動を概説し、GHSI との協力の可能性があ

る分野を示す。 

 

世界保健機関（WHO） 

 

国連の専門機関の１つとして活動する国際組

織、WHO は、GHSI にオブザーバーとして参

加している。GHSI の活動は WHO が対応する

健康安全保障の問題と一致している。両者が促

進している活動には、メンバー国による国際保

健規則の実施、感染症流行のサーベイランス・

警報・報告における国際協力、知識・技術・検

体等（実験室での標本とウイルスを含む）の透

明性と共有、公衆衛生インフラの改善、ならび

に訓練、サーベイランス、検査施設の能力強化、

相互に関連した対応システムと予防への国お

よび国際的な資源の増加などがある。 

 

GHSI は、こうした連携をよりよく利用する方

法を考えるために、今後も WHO との協力を継

続していく予定である。 

 

EU 健康安全保障委員会 

 

EU 健康安全保障委員会は、EU 加盟 27 カ国と

欧州経済領域 3 カ国の保健大臣の代表者で構

成される諮問組織である。欧州委員会が議長を

務めている。その任務は、テロリズムや生物剤

その他の剤の意図的散布やパンデミックイン

フルエンザによる健康の脅威への備えと対応

について、情報と経験を共有することである。

そして、保健大臣らと EC に助言を行うことで

ある。 

 

国際原子力機関（IAEA） 

 

IAEA は核の分野での国際協力活動の中心に位

置付けられている。IAEA の事故・緊急事態対

応センター（IEC）は、核と放射性物質の安全

性または安全保障に関連した事故、緊急事態、

脅威またはメディアの関心事象への国際的な

備えと対応に関する世界的な活動拠点である。

IAEA IEC は、この役割の一環として、迅速な

国際的な通知、情報交換、協力、および国の能

力を超えた事態が発生したときの国際的な支

援を促進している。GHSI と IAEA はこれらの

分野で密接に協力活動を行っている。 

 

原子力機関（NEA） 

 

NEA は経済協力開発機構（OECD）の専門機

関である。NEA のミッションは、国際協力を

通して、安全に、環境にやさしい形で、経済的

に原子力を平和利用するために必要な科学的、

技術的、法的な基礎を維持し、それをさらに発

展させる上で、加盟国を支援することである。

NEA は放射性物質と核の脅威に伴う人間の健

康上のリスクに関する情報収集において GHSI

を支援している。 
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今後の展望 

健康安全保障の性質はいくつもの重要な点で

変化を続けており、新しい課題を生み出してい

る。新たに浮かび上がってきたこれらの課題は、

政府が常に警戒を怠らずに備えと対応に取り

組むとともに、国際協力を強化しなければなら

ないことを明確に示している。 

 

各国政府は、「オールハザード型」の備えと対

応戦略をますます強調するようになっている。

このアプローチは、さまざまな健康上の脅威や

リスクに対応するために共通のプラットフォ

ームを利用するよう促すものである。 

 

GHSI は、2001 年に協力活動を開始して以来、

タイムリーな情報交換と効果的なネットワー

クによってその価値を実証してきた。そして、

それは、CBRN の脅威とリスクに関連した対応

能力と意思決定の強化を実現している。 

 

これからも、健康安全保障は発展していくだろ

う。それ故、健康上の緊急事態への備えと対応

に関する GHSI の活動は、変化する脅威にも、

変化する健康安全保障の情勢にも対応してい

くことができるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


