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評価調査結果要約表 

 

１. 案件の概要 

国名：ネパール王国 案件名：地域の結核と肺の健康プロジェクト 

分野：感染症（結核対策） 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 感染症対策チーム 協力金額（評価時点）：約 4.2 億円 

(R/D): 2000.9.25～2005.9.24 先方関係機関：国立結核センター（NTC）、保健サー

ビス局小児保健課（CHD）、保健教育情報メディアセ

ンター（NHEICC） 

 

協 力

期間 

 日本側協力機関：（財）結核予防会結核研究所 

他の関連協力：西部地域公衆衛生対策プロジェクト(1976 年～1986 年)、無償資金協力(1987～1989 年)、結核

対策プロジェクトフェーズ 1(1987 年～1994 年)、結核対策プロジェクトフェーズ 2(1994 年 7 月～2000 年 7 月) 

１-１ 協力の背景と概要 

我が国は、1987 年からネパール王国（以下、「ネパール」と記す）国家結核対策プログラム（NTP）を支援する

ため、結核対策プロジェクトを実施してきた。フェーズ１においては、無償資金協力による国家結核センター（カト

マンズ）、西部地域結核センター（ポカラ）の建設と連携し、統合を支援した。これにより国の結核対策が一本化さ

れ、活動が統一されたことで、国の結核対策を地方に展開することができるようになった。その成果を受けて、フ

ェーズ２においては、DOTS（直接監視下における短期化学療法）を用いた結核対策支援が実を結び、結核治

癒率向上に大きく貢献した。 

一方、都市部及び遠隔地における結核は依然として国内の大きな問題として残り、また、地域レベルでの結核

以外の肺疾患の有病率も高く、これらの効果的対策が望まれていた。かかる状況を背景として、ネパール政府は

国家結核対策計画の実施機能強化と肺の健康を改善するモデルの確立を中心とする技術協力プロジェクト「地

域の結核及び肺の健康プロジェクト」を要請した。住民の肺の健康を改善することを目標として、①NTP の総合

的な実施事項が改善される、②地域の肺の健康の機能的モデルが確立されるという２つの目的を目指し、2000

年 9 月からプロジェクトが開始された。 

協力終了を 2005 年 9 月に控え、これまでの活動のレビューを行い、評価 5 項目の観点からプロジェクトを評価

するとともに、プロジェクト終了後のネパール国政府による成果の継続に向けた提言をおこなうことを目的とし、終

了時評価調査を実施した。 

 

１-２ 協力内容 

（１） 上位目標 

住民の肺の健康が改善される。 

（２） プロジェクト目標 

１．国家結対策プログラム（NTP）の総合的な実施事項が改善される。 

２．地域の肺の健康の機能的モデルが確立される。 

 

（３） 成果（アウトプット） 

A) NTP の管理・運営能力が強化される 

B) 結核菌検査及び薬品ロジスティックが強化される 

C) 都市部および僻地における(治療困難な人に対する)結核対策モデルが確立される 

D) 小児急性呼吸器感染症（ARI）対策が改善される 

E) 成人の肺疾患対策が改善される 

F) コミュニティによる禁煙対策が導入される 
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（４）投入（評価時点） 

 日本側： 

長期専門家派遣     5 名 機材供与     4,313 万円(約 40 万 3,458 米ドル) 

短期専門家派遣    14 名 ローカルコスト負担 9,606 万円(約 89 万 7,720 米ドル) 

研修員受入        6 名 第三国研修･技術交換・会議参加者   9 名 

相手国側：  

カウンターパート配置  23 名  

土地・施設提供 事務所･NTC 施設 ローカルコスト負担 結核対策プログラム予算等 

  

２. 評価調査団の概要 

調査者 （担当分野：氏名 職位） 

（１） 総括：  富田明子   国際協力機構人間開発部 第 4（保健 2）グループ長 

（２） 結核対策：石川信克  結核予防会結核研究所 副所長 

（３） ARI 対策： 倉辻忠俊  国立成育医療センター 研究所長 

（４） 評価計画：島田具子  国際協力機構人間開発部感染症対策チーム 職員 

（５） 評価分析：小川陽子 グローバル・リンク・マネージメント(株)  社会開発部 

調査期間  2005 年 5 月 8 日～5 月 22 日 評価種類：終了時評価 

 ３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１） プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標「1.国家結対策プログラム（NTP）の総合的な実施事項が改善される。」は、目標値である

全 75 郡への DOTS 普及を目標の 2003 年より早い 2001 年に完了し、ネパール全土での治癒率 85％につ

いても目標の 2005 年に対し 2003～2004 年度で 86％を達成した。また結核患者 DOTS 治療カバー率 85％

の検証については民間医療機関を含めた全国調査が必要となるが、2002～2003 年度の統計では新規塗

抹陽性患者はすべて DOTS 方式で治療を受けており、プロジェクト目標は概ね達成されたと言える。 

また、プロジェクト目標「2.地域の肺の健康の機能的モデルが確立される。」については、ルパンディヒ郡

での ARI 件数に占める重症肺炎患者の割合が 2.2％（2000～2001 年度）から 1.3％（2002～2003 年度）へ

減少し、同郡での 1,000 人当たりの重症肺炎患者件数は 2.73 件/1000 人（2000～2001 年度）から 2.04 件

（2002～2003 年度）と減少傾向にあることから、指標である対象医療施設における小児の重症肺炎患者数

減少が達成されたと言える。地域住民の喫煙に対する考え方、及び住民活動の実施状況については、

2005 年 4 月に実施された喫煙に対する態度や知識に関する調査の結果より、学校、保健施設及び地域の

各レベルにおける効果が確認できるため、今後更なるデータの分析が必要である。 

 

（２）成果の達成度 

ほとんどの成果は概ね達成されたか、もしくは達成に近いレベルに到達している。 

・ 成果 A) NTP 管理・運営能力強化については NTP スタッフが関係者と調整しながら優先順位に基づ

いた意思決定ができるようになり、また都市地域の DOTS プログラムを通じて国際 NGO や現地

NGO、民間の医療機関などを巻き込む能力を強化し、世界結核デーなどのプログラムに参加する人

数が増加したことから、管理・運営能力は高まっているといえる。ただし、訓練を受けたスタッフの少な

くとも 80％が訓練で得た技術を活用した業務に従事するという指標に関しては、訓練受講者の半数

近くが他部署に転属になったことが判明している。他方、統計は示されていないが転属したスタッフを

含めほとんどの受講者が公的保健医療セクターで結核関係の仕事に携わっていると考えられ、結果

として訓練を受けたスタッフによる結核プログラム内のネットワーク強化に繋がっている。 

・ 成果 B）結核菌検査及び薬品ロジスティックの強化においては、塗抹検査のネットワークや必要資材

のロジスティクスに関する十分なパフォーマンスが維持できており、概ね達成されたといえる。塗抹陽
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性患者の発見率は 2001～2002 年度で目標値である 70％に達したが、新規登録患者のうちの塗抹

陽性割合は 49％と減少し、55％の目標値達成には至らなかった。喀痰検査の一致率は目標値

（90％以上）を大きく超えた 97％に上り、偽陽性/陰性率もそれぞれ 1.5％、1.0％と目標値 5％以下を

保っている。また、DOTS 検査センターの塗抹検査サービス提供率も目標値 80％を上回る 91％に達

している。薬品ロジスティックに関しては、期限切れまたは期限切れに近い抗結核剤が発見された事

例があったため、配布薬品の需要との適合について NTC が現在調査を行っている。 

・ 成果 C)都市部及び僻地における結核対策のモデル確立の達成指標より、都市結核のパートナー連

携を通じたパイロット活動の有効性が示唆されている。登録結核患者の治癒率は目標値である 85％

を達成し、また DOTS センターの数が僻地丘陵地域も含め順当に増加した結果、アクセスが向上して

いることから成果は概ね達成されたと言える。ただし、DOTS 以外で結核治療を受けた患者の数を確

定するには、2005 年 6 月中に実施予定の民間医療機関対象の調査結果を分析する必要がある。 

・ 成果 D)コミュニティに根ざした子供の統合的疾患管理（CB-IMCI）の効果的な導入により、ルパンデ

ィヒ郡において ARI の症例管理は改善された。対象地域では、12％がコミュニティレベルで治療を受

けておりその治癒率は 87％、医療施設で治療を受けた患者の治癒率は 86％であり、いずれも目標

値の 85％以上を達成している。他方、フォローアップについては目標値 80％に対しコミュニティレベ

ルでは 88％に上るのに対し、医療施設におけるフォローアップ率は 25％に留まっており、引き続きモ

ニタリング、巡回指導等により支援することが求められる。 

・ 成果 E)成人の肺疾患対策に関しては、WHO 支援事業である PAL-Nepal プロジェクトとの重複を避

けるため必要に応じて技術的な側面支援を行うことを中間評価時に合意しており、PAL-Nepal プロジ

ェクトの COPD ガイドライン作成時には CTHL プロジェクトスタッフがリソースパーソンになるなどの連

携実績がある。ただし、達成指標を用いた成果確認を行うことは適当でないため実施されなかった。 

・ 成果 F）コミュニティによる禁煙対策については、目標に対して適切な方向性で実績が得られている。

カトマンズ周縁の対象 3 村落において禁煙促進の啓発活動を行った結果、全登録 COPD 患者 869

人のうち、7％（65 人）がカウンセリングを受け、うち 43％（26 人）が禁煙に成功し、またコミュニティの

中で新たに 45 箇所の禁煙ゾーンが設けられた。COPD 予防に関する知識の増加については、2005

年4月に実施した喫煙に対する知識・態度調査結果を待つ必要がある。喫煙対策に関する有用な経

験を得、保健人口省(MOHP)の保健教育関係者に対してその経験を共有することができた。 

今後の課題として、多剤耐性結核（MDR-TB）や結核・HIV/エイズ重複感染（TB-HIV）など新たなる問題

に対処するプログラムを率先して策定する能力をつけることや、そのために NTC ラボの機能・パフォーマン

スを強化すること、及び、都市結核、ARI 対策、喫煙対策に関する経験が他地域への展開に活かされること

などが考えられる。 

 

（３）実施プロセス 

プロジェクト当初、チーフアドバイザー指名の遅れからプロジェクト実施に遅延が生じたが、2 年目の初め

から活動実施は加速され、定期会合や共同監督巡回活動などの連携活動が促進された。その他の投入は

ほぼ計画通りに実施された。日本人専門家とネパール人カウンターパートは、中央から村落までの各レベル

において密に関係を保持し共同で業務にあたり、ドナー・専門機関・NGO など開発支援組織とのコミュニケ

ーション・連携も十分であった。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

地域の結核と肺の健康プロジェクト（CTLH）は、①ネパール国政府・保健人口省は結核対策と子供の健

康に関するサービス提供に高い優先順位をつけていること、②ネパール国では人口が急激に流入する都

市部での DOTS 重要度が高いこと、③ARI は 5 歳未満児死亡の主因であること、及び④喫煙率が男性

73％、女性 29％と喫煙習慣が定着しており、住民の肺の健康への影響が大きいことから、ネパール政府の
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政策及び受益者のニーズとの整合性を確保し、協力の妥当性が高いといえる。さらに JICAのネパール国事

業実施計画においては、保健医療分野の協力、特に感染症対策と母子保健が重視されており、我が国の

開発援助政策との整合性も確保されている。 

特に、CTLH プロジェクトでは、コミュニティベースの活動に焦点を当てた都市結核対策、ARI 対策及び喫

煙対策を行った。住民に近いサービス提供ポイントやコミュニティを巻き込んだ啓発活動などは、都市への

人口流入や僻地の治療困難者などの人の動きに対応しており、また社会的に病気や喫煙行為に対する文

化的な偏見・考え方が深く関与する現実があるなかで、ターゲットグループのニーズに合致した適切な戦略

であったと考えられる。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトの活動のうち、NTP に関わる部分（成果 A～C）と ARI 対策にかかわる部分（成果 D）の有効

性は、対象地域における結核患者の治癒率・治療成功率が改善し、脱落患者が低下したこと、及び ARI 症

例の管理能力が顕著に改善されたことにより、有効であったと判断される。僻地・丘陵地においては、治安の

悪化により活動地域・期間が制限されたものの、DOTS センターの増設によりアクセスを徒歩２時間以内とす

るなど、一定の成果は見られた。禁煙に関わる部分（成果 F）の有効性に関しては、活動の程度・期間（2 年

間）に見合うものであったといえる。すなわち、教師・保健ボランティア・ヘルスセンタースタッフなどの知識・

態度・行動には顕著な改善が見られたが、実際に喫煙者に与えた影響については、現時点では限定的であ

る。成果 E の成人の慢性閉塞性肺疾患に関する活動については、プロジェクト開始後に WHO の活動計画

が判明したことから、重複を避けるために側面支援に留めた。 

成果 A)～C)の達成は DOTS の拡大等 NTP の実施事項を改善し、また成果 D）～F）により小児の重症肺炎

患者現象及び地域住民の喫煙対策に貢献したことから、結果として全ての成果達成度がプロジェクト目標の達成

に寄与したと言える。 

 

（３）効率性 

ほとんどの投入について、その投入の量・種類・質・タイミングは適切であり、成果達成のために利用さ

れ、。なかでも、日本人専門家によって提供された専門知識・技術は、関係者によって非常に優れていると

判断された。プロジェクト活動の管理や関係者間の調整は効果的なものであり、重複を避け連携を促進し

た。しかしながら、プロジェクトは専門家予定者の変更による派遣の遅れのため、開始から約1年間チーフア

ドバイザーが不在であったこと、及び一部のカウンターパートの配置が必ずしも適時に行われなかったこと

などが進捗を遅らせた原因となったことが指摘されている。最終的には、11 ヶ月目から派遣されたチーフア

ドバイザーの下、協力期間 2 年目よりプロジェクトは順調に進行し、総じて効率性は関係者が満足のいくレ

ベルとなった。 

効率性を制限した要因としては、以下が考えられる。①訓練を受けたスタッフの転属により活動の継続性

やスピードが限定されたこと、②度重なるゼネストやその他の治安状況から人の移動が制限されたこと、③

人材不足から活動が停滞し、監督巡回活動が限られたこと、④複数の短期専門家により提案された多くの

事項をプロジェクトが十分フォロー、活用できなかったこと。 

逆に、効率性を高めた要因として、①第 1・2 フェーズの功績に拠るところが多いが、ロジスティクスや塗抹

検査のネットワークが概ね整備されていたこと、②同様に、訓練を受けて技術力のある人材が、全国の異な

る部署に存在し、NTP の強固な実施体制の構築を支えたことなどが挙げられた。 

 

（４） インパクト 

上位目標である住民の肺の健康が改善される（肺の健康に関連する有病率*と死亡率の低下）の達成度

                                                      
*
有病率（prevalence）は、最初に罹患した時期とは無関係に、ある時点（検査時）における集団の疾病に罹患している人の割合を

指す。罹患率（incidence）は、特定の期間内に集団に新たに生じた疾病の症例数を割合として示すもので、「発生率」という訳語が

使われることもある。（通常、一定の人数を一定期間追跡して見いだされた新しい症例数を、人数×期間を分母として表す。） 
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合い、及びプロジェクト活動の貢献度合いを測るには、時期尚早であるといえる。また、NTP のパフォーマン

スの改善は、上位目標の達成に寄与し得るが、それを検証するには有病率に関する全国標本調査が必要と

なる。結核以外の肺疾患に関する部分については、プロジェクト対象地域・期間が限られていたこともあり、

小児呼吸器系疾患の罹患率や死亡率への影響を測定する段階には至っていない。 

プロジェクトによるプラスのインパクトとして、①結核対策・ARI 対策・喫煙対策プログラムの改善を通じて、

保健セクター全般にかかわる組織の強化や保健医療従事者の能力向上がなされたこと、② 結核および

CB-IMCI プログラムは、コミュニティレベルの啓発・啓蒙活動の実施を通じてコミュニティレベルでの活動協

力者や住民に活力を与えたこと、③ CB-IMCI に関する活動を通じて、他の保健プログラムにも有用と思わ

れる有効なモニタリング手法が開発されたこと、④都市型 DOTS プログラムのカトマンズ郡における活動を通

じて、多様な関係者を巻き込んだ民間と公的セクターのパートナーシップの枠組みが導入されたことがあげ

られる。 

 

（５） 自立発展性 

各実施機関がプロジェクトにより導入された活動と成果を維持・継続するために必要な組織体制と技術力

を備えるに至ったと判断できることから、プロジェクトの総合的な自立発展性は、良好なレベルであると言え

る。さらに自立発展性を高めるためには、現在の技術レベルや資金確保を今後も維持継続していくためのメ

カニズムを定着させること、そして新たに浮上した問題（TB-HIV 問題や MDR-TB 問題など）に対応していく

技術力を醸成することが課題と言える。 

 

１） 組織・制度面 

    ネパールの NTP の実施体制は十分整備されており、今後も存続が可能である。ARI 対策に関しても、

CB-IMCI の考えを 2014 年までに全国 75 郡に普及させる計画への保健省小児保健課のコミットメントは高

い。禁煙対策に関しては、「喫煙対策コミュニケーション戦略（案）」の認証とその実施に関する保健人口省

の更なるコミットメントが必要であると考えられる。 

 

２） 技術面 

 NTC をはじめとした NTP の実施に関わる機関は、現時点において DOTS サービス提供に関わる体制を

整備できており、DOTS サービスを維持してゆくに十分な技術力・組織力を備えているため、技術的側面

から見た自立発展性は高いと考えられる。NTC に結核分野のリファレンス・ラボを設置する計画について

は、薬剤感受性試験(DST)のパフォーマンスが許容程度以下となっており、課題を残した。 

CB-IMCI サービスに関しても、サービス提供者と住民側との協働関係を築くことができているが、他方

で、現時点で得られている技術のレベルを維持するためには、新たに赴任したスタッフを訓練し、定期的

なレビュー会合とリフレッシャー研修を継続していく必要があり、そのための財政的裏づけが確保される必

要がある。 

 

３） 財政面 

NTP を運営・実施する財政的な資源はグローバルファンドからの予算（2006～2010 年：5 年間）により、

十分確保されている。CB-IMCI プログラム運営・実施の必要資金については、多くの開発パートナー

（USAID、UNICEF、世界銀行など）が資金援助に興味を示しており、確保される見通しが十分にある。禁

煙対策に関する啓発活動に関しては、国家禁煙メディアキャンペーン戦略（2004～2008 年）が保健人口

省によって認証される予定であり、戦略に沿った活動計画が作成されれば、予算措置が可能となり、本プ

ロジェクト下で実施したカトマンズ近郊３村落での経験が他の村落での活動に活かされる可能性がある。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 
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計画段階において CTLH プロジェクトのパフォーマンスを高めた主な要因には、末端の保健施設とコミュ

ニティの関係性を強化することに重点を置いた点が挙げられる。これにより、コミュニティでのアクセスの改善

とコミュニティレベルの活動の自立発展性の向上に大きく寄与した。 

 

   （２）実施プロセスに関すること 

実施プロセスにおいては、①都市結核、CB-IMCI について省庁間を跨いだ適任・適切な関係者の巻き

込みに成功した点、及び②レビュー会合等のモニタリングを技術の質を維持し、またモチベーションを向上

させるためのツールとして活用した点が効果発現に貢献したといえる。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

  （１）計画内容に関すること 

    計画内容において生じた問題点は、①中央・地方政府の保健財源が限られていることにより、定期的な

レビュー会合や監督巡回活動が十分に行われなかったこと、及び②ネパール側の組織が外部組織からの

支援に依存的になりがちであり、自立発展性を阻害する要因となった点が挙げられる。 

 

  （２）実施プロセスに関すること 

CTLH プロジェクトのパフォーマンスを限定した主な要因として、①ネパール側カウンターパートの適時・

適切な人員配置がなされなかった結果、ラボの培養・研究機材などいくつかの投入が人材配置の問題から

十分に活用されない、検査技師の配置がされないためレフェレンスラボラトリー強化の支援ができない、人

材不足から活動が停滞し監督巡回活動が限定がちになる等の事態が生じた。②頻発したゼネストやロード

ブロックなどで関係者の移動が制限されたことは、僻地地域での DOTS の効率的実施に支障を生むこととな

った。また、③患者の社会経済水準の低さや都市への人口流入などの社会的な問題により、DOTS のフォロ

ーアップが困難になるなど患者やサービス提供者に負の影響を与えたも挙げられる。 

 

３-５ 結論 

本プロジェクトの成果、プロジェクト目標の指標の達成度を確認したところ、プロジェクト目標はほぼ達成し

ており、一部残った部分についても、プロジェクト終了までにフォローできる見通しが立っていることが確認さ

れた。評価 5 項目についても、コミュニティベース・現場ベースでの活動を重視した本プロジェクトの妥当性

は高く、活動を実施した地域においてその有効性は高かった。効率性・自立発展性については、中央・地

方行政機関がモニタリング・監督巡回活動を継続してゆくための財源確保が課題として残っているものの、

2006 年からグローバルファンドの支援が開始される予定であり、これらを併せて考えると概ね良好であると言

える。また、民間と公的セクターのパートナーシップ構築やコミュニティ及び末端の医療施設レベルでの活

力を引き出したことによるプラスのインパクトも観察された。 

 

３-６ 主な提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１） NTP の管理運営に関するもの 

１) 現在実施中の活動の継続 

a) NTC は、都市部および遠隔地域における DOTS サービスについて、現在実施中の地域についてはさ

らに強化するとともにその他の地域にも展開することを目指す 

ｂ） 新たに浮上した問題として TB-HIV は取り組むべき必要があることから、NTC およびプロジェクトは国

家 AIDS/STD 対策センターと協力して、HIV ヘルスワーカーに対する結核のオリエンテーションを継続

し、プロジェクト終了時までに当該者の結核対策能力強化を実施する。 

２） 新たに生じた需要・課題への対応 

a) NTC は結核と HIV に関する 5 ヵ年のパイロット計画およびプロポーザルを 2005 年 7 月までに作成し

適切な開発パートナーに提出する。 
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ｂ） プロジェクト目標及び上位目標の達成状況やプロジェクトによるモデル的活動の有効性を検証するた

めには全国調査の結果を分析することが求められるため、NTC は結核の有病率調査を計画・実施す

る。 

ｃ） 保健人口省は、NTC スタッフ（医師と検査技師）が迅速に増員されるよう努め、プロジェクト成果の維

持と発展のための体制を確保する。 

 

（２） 結核検査およびロジスティクスに関するもの 

１） 保健人口省および保健サービス局は、NTC の検査室に追加的な人材を配置することにより、人員配置

不足により遅れている培養・研究能力の強化計画に取り組む。 

２） NTC および CTLH プロジェクトは NTC のラボを薬剤感受性試験の機能を持った国家結核レファレンス

ラボにアップグレードできるよう強化すること。その上で、保健人口省および NTC は、精度管理が適切に

なされるように WHO/IULTD により認証された SRL（Supranational Laboratory）との連携確保に努める。 

 

（３） 都市結核に関するもの  

1) プロジェクトで構築された連携ネットワークを活用すべく、郡公衆衛生局および NTC は都市 DOTS サービ

スのパートナー間の連携を継続すること。 

2) 成果C)の達成指標の一つである、DOTS以外で結核治療を受けた患者数を推定するため、CTLHプロジ

ェクトと NTC は、DOTS 以外の治療を受けている患者に関する調査を、サンプルサイズを拡大して実施し、

その結果を分析すること。  

3) CTLH プロジェクトは、関係諸機関・団体を集めた場で、プロジェクトの都市 DOTS に関わる経験・業績を

広めるためのワークショップを実施し、プロジェクトの行った結核対策モデルの展開に努めること。 

 

（４） 小児疾患統合管理（IMCI）に関するもの 

小児保健課、郡公衆衛生局、CTLH プロジェクトは、ヘルスポストおよびコミュニティレベルのレビュー・モニ

タリング会合／監督巡回活動を継続して実施すること。 

 

（５） 禁煙活動に関するもの 

1） NTC、CTLH プロジェクト及び保健教育情報メディアセンター（NHEICC）は、政府の第 10 期国家開発計

画、第 2 期長期計画、およびネパール保健セクタープログラムをレビューし、喫煙対策活動の拡大を促進

すること。 

2) CTLH プロジェクト、NTC および NHEICC は、ネパール全体でまだ経験は少ないもののプロジェクト活動で

着実に成果を挙げつつある、喫煙対策に関する様々な行動変革のための保健教育活動を早期に企画する

こと。 

 

3-７ 教訓（実施中及び将来の類似プロジェクトに参考となる事柄） 

（１） CTLH プロジェクトでは、ネパールにおける DOTS の経験を ARI 対策や喫煙対策プログラム等に適用し、

それぞれの活動を通じ、ボランティアの活用による患者のフォローアップの有効性が確認された。地域住

民へのサービス提供の活発化を促すために、他の保健プログラムへの応用も望まれる。 

（２） 広い概念や複数の目標を設定したプロジェクトでは、カウンターパート機関や関係者も異なり運営が難し

いため、合同調整委員会を十分有効活用し、実施中の全体調整に努めることが必要である。 

（３） プロジェクトで雇用した現地スタッフの活用により、研修やモニタリング・スーパービジョン、情報収集を行っ

た結果、地域ボランティアの動機づけ及び活動推進に役立った。他方で、カウンターパートの人員・予算

不足により、本来カウンターパートが担うべき現場のスーパービジョンの役割を、プロジェクト現地スタッフ

が担うことが多くなったため、モニタリング・スーパービジョン体制が構築できなかった。プロジェクト終了後

の自立発展性確保のため、例えば少人数で実施できるような効率化を図るなどの対策を講じる必要があっ
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た。 

（４） プロジェクト終了後に成果が持続または自立発展していくための戦略乃至計画が、プロジェクトデザインに

内包されていることが望ましい。本プロジェクトでは、以下の点があげられる。 

１） プロジェクトのカウンターパートが保健省の複数局にまたがったため、次官級の人材が JCC の議長を

務めていたものの、相手国側が主体的にプロジェクト管理運営を行うには至らなかった。JCC を有効

活用し、カウンターパート側に十分な調整機能を持たせる工夫が望まれる。 

２） 本プロジェクトに限らず、開発パートナー・NGO のスタッフが監督巡回指導など本来政府職員の仕事

を補強するのが慣行となっており、改善のための方策を内包していくことが望まれる。 

３） 有効なモデルとして提示されたものが、その後他地域に展開していくためには中央政府側の政策・

戦略の整備が必要であり、先方の関与を求めていくことが望まれる。 

（５） プロジェクトの支援が NTP のような国家保健プログラムの一部分にあてられている場合、複数の開発パート

ナーがプログラム全体のパフォーマンスに貢献しており、JICAプロジェクト単独の貢献度合いを測ることは難

しい。他ドナーとの連携の観点から、国家目標とプロジェクト目標・指標を一致させることが必要であるが、一

方でプロジェクトの活動により直接引き起こされる変化についても、定量・定性的な指標を設定し関係者で

共有することで、プロジェクトの貢献度を明確にすることが望ましい。 

 

 


