Geneva, 5th December 2019
To: Minister of Foreign Affairs, Saudi Arabia
Minister of Health, Saudi Arabia

Minister of Foreign Affairs, Japan
Minister of Health Labor and Welfare, Japan

Investing in health is an essential building block of productive societies, where healthy citizens can
take part and contribute to their communities and economies. This virtuous cycle curbs poverty,
underpins healthy aging, and supports sustainable societal growth and prosperity. We commend the
Japanese government for using its 2019 presidency of the G20 to maintain a strong focus on global
health. Under Japan’s leadership, G20 health ministers released the Okayama Declaration setting
ambitious priorities for international action to bolster health. We encourage Saudi Arabia, as
incoming G20 president, to continue work in this vital field. Representing the global innovative
biopharmaceutical industry, our associations stand ready to partner with the G20 to identify policies
that will improve patient access to medicines, foster healthier societies and accelerate research into
new treatments and cures.
We particularly welcome the G20’s efforts to deepen the G20’s commitment to Universal Health
Coverage (UHC). Japan helped secure a commitment from G20 countries to promote good health
at all stages of life, including the prevention, control and management of communicable and noncommunicable diseases, regardless of one’s financial situation. Recognizing that the importance of
sustainable health financing as key to achieving UHC, we applaud Japan’s initiative to convene a
Joint Session of the G20 Finance and Health Ministers in parallel to the G20 summit in Osaka.
These efforts underscore the importance of partnership, across government agencies and with all
relevant stakeholders to seek holistic solutions that are tailored to each country’s specific public
health context and priorities. We encourage G20 leaders to move past silos and continue in this
cross-systemic collaboration to accelerate sustainable progress in resilient and quality primary
health care (PHC) services to achieve sustainable outcomes in UHC.
We also welcome that G20 countries recognized population aging as a global phenomenon with
social and economic implications towards achieving the 2030 agenda for SDGs. We encourage G20
Leaders to develop and implement comprehensive national plans for aging, including provision of
care for non-communicable diseases (NCDs) such as dementia.
We also applaud the G20’s work in 2019 to advance a collaborative, integrated approach to tackling
the challenge of Antimicrobial Resistance (AMR). The plight of AMR knows no borders,
impacting both developing and developed countries. The Okayama Declaration underscores the
importance of accelerated efforts to tackle AMR by calling for improved infection prevention and
control and an analysis of push and pull mechanisms to encourage investment in research and
development (R&D) for new antimicrobials. The R&D-based pharmaceutical companies believe
that partnership is a fundamental component for fostering innovation in this area.
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Finally, we welcome the G20’s focus this year on Global Health Security and Pandemic
Preparedness. While we must remain agile to react to emerging crisis, long term health promotion
and disease prevention is best achieved at the primary healthcare level, including through strong
and resilient national routine immunization programs, achieving high vaccination coverage across
all segments of the population and maintaining confidence in vaccines. In this regard, we commend
Japan’s leadership in hosting the Gavi replenishment launch event and encourage G20 leaders to
support Gavi’s third replenishment next year.
Given these accomplishments, we encourage the government of Saudi Arabia to continue to
deepen the G20’s commitment to health and support efficient and responsive healthcare systems
adapted to domestic and global health priorities to achieve improved security, productivity and
wellbeing of people worldwide.
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＜仮訳＞
健康への投資は、生産性の高い社会を構築するための重要な構成要素であり、そのよう
な社会では、健康な市民が、コミュニティや経済に参画し、貢献することができます。こ
の好循環が貧困を解消し、健康長寿を支え、持続可能な社会の成長と繁栄につながります
。我々は、日本政府が2019年にG20議長国として国際保健に注力されたことを称賛します
。日本のリーダーシップのもと、G20保健大臣は、健康の強化を目的とした国際的な行動
に関する野心的な優先事項を設定した岡山宣言を発表しました。我々は、サウジアラビア
がG20の次期議長国として、これらの重要課題に継続して取り組むことを奨励します。グ
ローバルなバイオ医薬品業界を代表し、我々は、Ｇ20と連携して、患者の医薬品アクセス
を改善し、より健康な社会を育み、新しい処置方法と治療法の研究を促進する政策を特定
する準備ができています。
特に、ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）へのコミットメントを深めるためのG20
の取り組みを歓迎します。日本は、人生のすべてのステージにおいて、個々人の財政事情
に関わらず、感染性疾患および非感染性疾患の予防、コントロール、管理を含む健全な健
康の保持を促進するというG20各国のコミットメントの確保に貢献しました。
持続可能な医療財政がＵＨＣ達成の鍵を握ることを認識し、大阪でのG20サミットと並行
して財務大臣と保健大臣の合同会合を開催した日本のイニシアティブを称賛します。これ
らのG20関連会合を通じて、政府機関と関連するステークホルダーのパートナーシップが
重要であることが明確に示されました。また、各国政府がそれぞれの国に特有の公衆衛生
状況と優先事項に合わせた総合的なソリューションを模索する重要性も示されました。
我々は、G20のリーダーが、組織の壁を越えたコラボレーションを継続し、柔軟性があり
質の高いプライマリヘルスケア（PHC）の進歩を促進することで、持続可能なUHCを達成
することを奨励します。
また、高齢化が、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の達成に向けた進展に社
会的及び経済的な影響を及ぼす世界的な現象として、G20に認識されたことを歓迎します
。G20リーダーが、認知症などの非感染性疾患（NCD）へのケアの提供を含む高齢化に関
する包括的な国内行動計画を策定し、実施することを期待します。
我々はまた、薬剤耐性（AMR）の課題に取り組むための協調的かつ統合的なアプロー
チを推進した2019年のG20の取り組みを称賛します。
AMRの窮状は、国境がなく、発展途上国と先進国の両方に影響を与えます。
岡山宣言は、感染予防・管理の改善と新しい抗菌薬の研究開発（R＆D）への投資を促進
するためのプッシュおよびプルメカニズムの分析を要求することにより、AMRに取り組
む努力を加速することの重要性を強調しています。研究開発型製薬企業は、パートナーシ
ップがこの分野でイノベーションを促進するための基本的な要素であると信じています。
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最後に、我々は今年、G20が健康安全保障とパンデミックに対する備えに焦点を当てた
ことを歓迎します。
我々は新たな危機に対応するために機敏さを保つ必要がある一方、国による強固かつ適応
力のある定期予防接種プログラム、国民の全ての層に行き渡る高いワクチン接種率の達成
と、ワクチンへの信頼の維持、の3点を含む長期的な健康増進と疾病予防が、ＰＨＣのレ
ベルにおける最高の到達点であると考えています。この点において、我々は、Gaviの増資
に関するイベント開催における日本政府のリーダーシップを称賛するとともに、G20のリ
ーダーが来年のGaviの第三次増資をサポートすることを奨励します。
これらの成果を踏まえ、我々は、世界中の人々の安全保障、生産性、福祉の向上を達成す
るために、サウジアラビア政府がG20議長国として引き続き、G20各国による健康への取
り組みを深めること、国内およびグローバルな健康優先事項に適合した効率的で応答性の
高いヘルスケアシステムをサポートすることを奨励します。
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