
 

事業事前評価表 
 

１．案件名 

  インドネシア国結核対策プロジェクト 

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

インドネシア国（以下、｢イ｣国と記す）における結核対策は、顕微鏡を利用した質

の高い喀痰塗抹検査による患者の発見、第三者による直接監視下での服薬管理、薬剤

の安定供給などの５つの要素で構成される DOTS 戦略（WHO が推奨する戦略であり、

直接監視下での短期化学療法と訳される）を対策の基本としている。 

同戦略を推進するにあたり、必要条件となる検査精度の標準化は、適切な検査精度管

理体制と継続的な人材育成のための体系的な研修体制の確立をもって担保される。 

本プロジェクトは、DOTS の５要素の中でも、「イ」国で特に整備が遅れている検査

診断能力を強化することを目的とし、トップ・レファレンス・ラボラトリーとなるナシ

ョナル・レファレンス・ラボラトリー研修ユニットをアイルランガ大学／ストモ病院（東

ジャワ州）に整備し（成果１）、また、リージョナル・レファレンス・ラボラトリーを

モデル的に西ジャワ州に整備することを計画している（成果２）。また、西ジャワ州に

おいて、各レベル（リージョナル、州、郡、保健所）のラボラトリー間のネットワーク

強化を図ることにより、上位のラボラトリーが下位のラボラトリーの検査の質の管理と

研修を実施する体制整備（モデルネットワーク）を図ることを計画している（成果３）。

西ジャワ州で構築される検査精度管理及び研修のモデルネットワークは、本プロジェ

クトで育成されるナショナルレベルの研修講師（コアグループ）と、リージョナルレベ

ルの研修講師（マスタートレーナー）により、全国展開される計画である。 

 

（２）協力期間 

2008 年１月～2010 年 12 月（３年間） 

 

（３）協力総額（日本側） 

約 2.8 億円 

 

（４）協力相手先機関 

保健省感染症対策・環境保健総局結核対策課（NTP）、アイルランガ大学／ストモ病

院、西ジャワ州ラボラトリー。 

 

（５）裨益対象者及び規模、等 

直接的な裨益者は、西ジャワ州の結核対策従事者（結核担当官、検査技師:約 570 人）

と西ジャワ州の住民（人口約 3,600 万人）。 

最終裨益者は、｢イ｣国の全人口２億 2,000 万人。 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

「イ」国は、結核推定患者数がインド、中国に次ぐ世界第３位であり（WHO 報告書

2006）、｢イ｣国政府は｢国家結核対策プログラム（NTP2006-2010）」をもとに結核対策を

推進している。同戦略においては、質の高い DOTS の拡大・強化を主要戦略の一つと

して掲げ、適切な精度管理体制の構築及び人材育成の重要性を訴えている。 

現在の「イ」国の検査精度管理体制は、州レベルの州ラボラトリー（全国 33 州ある

なか 26 州に設置）、郡レベルの中間ラボラトリー（全国 33 州あるなか３州にのみ整備



 

されており、現在 33 ヶ所に設置）、末端の保健所ラボラトリー（全国 3,648 ヶ所）によ

り構築されているが、精度管理は州単位に地方分権されており、検査精度が標準より

低いレベルの州も散在する。 

また、現在の検査精度管理体制は、WHO が推奨するロット・サンプリング・システ

ム（検査した総スライド数に合わせた割合で再検査用のスライドを抽出する方式） に

よる精度管理ではなく、100％の陽性スライドと 10％の陰性スライドを再検査用に抽出

する古い方式である。検査精度管理体制の基本は、モニタリング・評価・指導のサイ

クルで構成されるが、現行の体制下では結核対策の改善に伴う検査数の増加とあいま

って、再検査用のスライドが膨大な数になり、タイムリーな再検査が実施できていな

い。また、古い方式のもとでは、詳細な再検査分析を行わず（誤った判定である偽陽

性と偽陰性の区別をつけず、どちらのケースも単なるエラーとして算出する）、ラボラ

トリーの正確な検査能力を把握することもできない。現在「イ」国においては、WHO
が推奨するロット・サンプリング・システムを用いた検査精度管理体制を導入する準

備をしており、本プロジェクトでは西ジャワ州においてモデル的に導入する計画であ

る。 

また、｢イ｣国の結核対策従事者に対する研修体制は、検査技師と結核担当官（行政

官）を対象とするものの２つに分かれる。 

検査技師に対する研修体制は、州ラボラトリーが中間ラボラトリー・保健所で働く

検査技師に対する研修を実施している。他方、州ラボラトリーの検査技師に対する研

修に関しては、体系的な研修制度が整備されていない。 

結核担当官に対する研修においては、2002 年に講師として育成された 22 名のマスタ

ートレーナー（研修講師）がいたものの、現在は退職等により 10 名程度になっており、

研修実施体制も整備されていない。 

「イ」国は検査精度管理体制の強化と研修体制の整備を目的に、新たにナショナル・

レファレンス・ラボラトリーをトップ・レファレンス・ラボラトリーとして設置し、

更には既存の州ラボラトリーのうち、全国７ヶ所をリージョナル・レファレンス・ラ

ボラトリーに任命し、それぞれナショナルがリージョナルを、リージョナルが州のラ

ボラトリーの精度管理及び研修を行うことを計画している。 

今後、質の高い DOTS を普及させていくためには、質の高い検査精度管理と研修制

度整備を行う必要があり、「イ」国側の計画に沿った形で両方の体制のモデル構築を支

援する必要性は非常に高い。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置付け 

｢イ｣国政府は、｢国家結核対策プログラム（NTP2006-2010）」をもとに結核対策を推

進しており、質の高い DOTS の拡大・強化を主要戦略として掲げ、貧困層、小児、地

方部における結核患者の確実な発見、診断、治療を課題としてあげている。また、そ

のための対策としては、質の高い DOTS 拡大の基本となるラボラトリーの結核の検査・

診断能力の向上が重要であるとし、本プロジェクトは右戦略と整合性を有する。 

 

（３）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおけ

る位置付け） 

我が国は、｢対インドネシア国別援助計画｣（平成 16 年 11 月）のなかで、｢イ｣国の

乳児死亡率、妊産婦死亡率、マラリア及び結核などの感染率の高さに着目して、①基

礎的保健・医療サービスの向上、及び②感染症対策を中心とした支援を行うことを掲

げている。 

本プロジェクトの上位目標とプロジェクト目標は、適切なラボラトリーネットワー



 

クを通じた検査精度管理体制の構築と研修実施体制の整備により、DOTS の主要素であ

る検査・診断の向上を図ることにある。本プロジェクトの実施により、｢イ｣国の結核

負担の軽減に、本プロジェクトは貢献することが期待される。 

JICA 国別事業実施計画においても、「貧困削減」を協力重点分野として設定されてお

り、本プロジェクトは、その中の「シビルミニマム・MDGs 支援プログラム」の主要な

協力として位置づけられる。 

４．協力の枠組み 

 〔主な項目〕 

（１）協力の目標 

１）プロジェクト終了時の達成目標 

ラボラトリーネットワークの強化を通じて、質の高い結核菌検査サービスが確立

される。 

＜指標＞ 

適正な結核ラボラトリーの基準（「イ」国側が設定予定）を満たす、西ジャワ州

のラボラトリーの比率 

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 

質の高い国家結核対策プログラムが持続的に運営される。 

＜指標＞ 

１．｢イ｣国の平均として、結核患者の治療成功率 85％以上の維持 

２．｢イ｣国の平均として、結核患者の発見率 70％以上の維持 

 

（２）成果（アウトプット） と活動 

上記の目標を達成するために、以下の成果を目指した活動を行う。 

１）成果１ 

アイルランガ大学／ストモ病院において、モデルネットワークの普及に向けたナ

ショナル・レファレンス・ラボラトリー研修ユニットが整備される。 

＜指標＞ 

1-1. アイルランガ大学／ストモ病院のマスタートレーナー研修の実施能力 

1-2. 結核担当官を対象とした研修を行うマスタートレーナーが 33 名以上育成さ

れる。 

1-3. 検査技師に対して研修を実施するマスタートレーナーが 33 名以上育成され

る。 

1-4. マスタートレーナーがモデル地域にて実施する研修の質 

＜活動＞ 

1-1. マスタートレーナー（研修講師）育成用の研修カリキュラム及び研修教材を

開発する。 

（NTP、アイルランガ大学／ストモ病院の有識者によって構成されるコアグ

ループによって開発） 

（1.結核担当官に対して研修を実施するマスタートレーナー、2.検査技師に

対して研修を実施するマスタートレーナー） 

1-2. マスタートレーナーに対して研修を実施する。（コアグループによる研修） 

1-3. 各レベルの結核担当官（州保健局、郡保健局）と各レベルの検査技師（リー

ジョナル・レファレンス・ラボラトリー、州ラボラトリー、中間ラボラトリ

ー、及び保健所）を対象とした研修のカリキュラムと研修教材を開発する。

（コアグループによる開発） 



 

1-4. 全国のリージョナル・州レベルで研修を実施するための計画策定支援を行う。

２）成果２ 

西ジャワ州において、リージョナル・レファレンス・ラボラトリーと州ラボラト

リーが整備され、適切な機能を有する精度管理、及び研修ネットワークのモデルと

して確立される。 

＜指標＞ 

成果２の指標は、モデルサイトである西ジャワ州における指標である。 

2-1．全ての中間ラボラトリー（西ジャワ州には現在 16 ヶ所）が定期的に州ラボラ

トリーにより指導され、州ラボラトリーも定期的にリージョナル・ラボラト

リーにより指導される。 

2-2. 全ての中間ラボラトリーが州ラボラトリーによりクロスチェックされる。 

2-3. リージョナル・レファレンス・ラボラトリーと州ラボラトリーによるパネル

テストの実施能力。 

＜活動＞ 

2-1. 州レベル・郡レベルの結核担当官に対しロット・サンプリング・システムを

用いた検査精度管理体制及び巡回指導に係る研修を実施する。（マスタートレ

ーナーによる研修） 

2-2. 結核担当官の研修実施後の評価を行い、その結果をナショナル・レファレン

ス・ラボラトリー研修ユニットへフィードバックする。 

2-3. リージョナル・レファレンス・ラボラトリー、州ラボラトリーの検査技師に

対して、ロット・サンプリング・システムを用いた検査精度管理体制につい

て TOT（Training of Trainers）研修を実施する。（マスタートレーナーによる

研修） 

2-4. 中間ラボラトリーと保健所ラボラトリー（西ジャワ州には現在 813 ヶ所）に

対して、ロット・サンプリング・システムを用いた検査精度管理体制につい

て研修を実施する。（TOT を受けた州ラボの研修講師による研修） 

2-5. 検査技師の研修実施後の評価を行い、その結果をナショナル・レファレンス・

ラボラトリー研修ユニットへフィードバックする。 

2-6. 中間ラボラトリーの巡回指導を強化する。（州ラボラトリーによる巡回指導）

３）成果３ 

西ジャワ州において、保健所ラボラトリー及び中間ラボラトリー間の精度管理を

含めた、記録・報告が強化され、ラボラトリーネットワークのモデルが構築される。

＜指標＞ 

3-1. エラーレートが段階的に減少する。（プロジェクト開始からロット・サンプリ

ング・システムによる新 EQA システムの導入前までの期間） 

3-2. 偽陽性率と偽陰性率の段階的減少（ロット・サンプリング・システムを用い

た検査精度管理体制の導入後からプロジェクト終了までの期間） 

3-3. 全ての中間ラボラトリーがロット・サンプリング・システムを用いた検査精

度管理体制を導入する。 

3-4. 全ての中間ラボラトリーが保健所ラボラトリーに対して巡回指導を行う。 

＜活動＞ 

3-1. 保健所ラボラトリーと中間ラボラトリーにおける精度管理及び、記録・報告

システムの改善を図るために、現状調査を行う。 

3-2. 上記の調査に基づき、精度管理、及び記録・報告の改善計画を作成する。 

3-3. 上記計画に基づき、郡レベルで実施される保健所ラボラトリーの定期会議を



 

強化する。 

3-4. 上記計画に基づき、州レベルで実施される中間ラボラトリーの定期会議を強

化する。 

3-5. 定期会議を分析し、分析結果を用いて保健所ラボラトリーに対する巡回指導

を強化する。 

 

（３）投入（インプット） 

１）日本側（総額約 2.8 億円） 

・専門家派遣（結核菌検査／研修計画、結核対策、結核担当官研修、結核菌検査技

師研修、データ管理／業務調整） 

・カウンターパートの研修（本邦、ないし第三国、現地における研修） 

・機材供与（顕微鏡ほか必要な機材） 

２）「イ」国側 

・保健省、アイルランガ大学／ストモ病院、西ジャワ保健局へのカウンターパート

の配置 

・研修施設、JICA 専門家の執務室の提供、プロジェクト運営経費 

・プロジェクト実施に伴うカウンターパートの人件費 

・試薬、消耗品等 

・カウンターパート人件費、施設、その他 

 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

１）成果達成のための外部条件 

なし 

２）プロジェクト目標達成のための外部条件 

施設、必要な機材、及び消耗品の予算が持続的に配分される。 

３）上位目標達成のための外部条件 

モデル地区で構築されるモデルラボラトリーネットワークが「イ」国側により全

国展開される。 

施設、必要な機材、及び消耗品の予算が持続的に配分される。 

５．評価５項目による評価結果 

 本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

 

（１）妥当性 

・「イ」国は、WHO が 1998 年に定めた世界の 80％の結核被害が集中している 22 の結

核高負担国のうちの一国であり、結核患者数が世界第３位と支援の妥当性は高い。 

・「イ」国の結核の深刻な被害は、各分野の人材資源の喪失につながり、同国の社会経

済発展の大きな阻害要因になっている。したがって、「イ」国での結核対策支援は、

人道的見地や、保健開発支援の観点のみでなく、社会経済開発支援の観点からも重

要であり、妥当性は高いといえる。 

・「３．協力の必要性・位置づけ」の（２）及び（３）にあるように、本プロジェクト

は我が国の援助政策と「イ」国政府の結核対策との整合性が高く、実施は妥当であ

るといえる。 

・本事前調査に先立ち、保健省を中心にラボラトリー・ワーキング・グループが形成

され、ラボラトリーネットワークの構想作りが進められた。本プロジェクトは、同

計画の実施を支援する形で計画されていることから、対象国の問題点、ニーズ及び



 

それに必要な対策を十分に反映している。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトは以下の理由から有効性が認められる。 

・検査精度を高め、その水準を維持させるためには検査精度管理体制の構築だけでな

く、検査精度を持続的に向上させていく研修体制整備も必要不可欠である。本プロ

ジェクトは、両方の体制をモデル的に西ジャワ州において整備するとともに、結核

対策従事者の精度管理及び研修実施のキャパシティ・デベロップメントを行うこと

から、質の高い結核菌検査サービスを確立するために有効である。 

・西ジャワ州において整備されるネットワークモデルを全国に展開するために、マス

タートレーナー（研修講師）がナショナル・レファレンス・ラボラトリーで育成さ

れる計画であり、プロジェクト終了後は全国への裨益が期待される。 

 

（３）効率性 

本プロジェクトは以下の理由から、効率性が高いといえる。 

・「 イ 」 国 の 結 核 対 策 活 動 は 、 保 健 省 が 策 定 し た ｢国 家 結 核 対 策 プ ロ グ ラ ム

（NTP2006-2010）」のもと実施されており、他援助機関の活動も同プログラムに沿う

形になっている。本プロジェクトも、同プログラムの一部を構成するものであり、

他援助機関とは異なる分野で支援をすることにより、他機関との連携を図りながら

プログラムの包括的な支援が実施できる。「イ」国においては、WHO をはじめとし、

王立オランダ結核予防会（KNCV）、米国国際開発庁（USAID）が支援している。 

・本プロジェクトは、結核対策に従事する結核担当官と検査技師講師に対して研修を

実施するマスタートレーナーを育成する計画である。マスタートレーナーは、ナシ

ョナル・レファレンス・ラボラトリー研修ユニットにおいて育成され（同じく本プ

ロジェクトで育成されるコアグループによって育成される）、モデル地域である西ジ

ャワ州において、リージョナルレベル、州レベルの検査技師研修講師及び州レベル、

郡レベルの結核担当官に対する研修を行う。マスタートレーナーにより、研修を受

けた州レベルの検査技師研修講師は、中間ラボラトリー検査技師及び末端保健所ラ

ボラトリーの検査技師に対して研修を行う。このように検査技師研修に関しては、

上位のマスタートレーナーから、研修講師を通じて、さらに下位の検査技師の研修

へ至る、カスケード構成の研修システムが構築される。本システムの構築により、

比較的少ない投入で、人材育成を促進することが可能である。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは、以下のように予測できる。 

・質の高いラボラトリーサービスを確立することにより、DOTS の基本である確実な結

核患者の発見と治療が可能となる。結核患者の確実な発見と治療を徹底すれば、結

核患者数は減少し、国家結核対策プログラムの持続的な管理に直接貢献する。 

・西ジャワ州をモデルとした本プロジェクトの成果は、マスタートレーナーの人材育

成を通じて、「イ｣国の全土にモデルラボラトリーネットワークを波及し、結核の検

査・診断能力の持続的な向上に向けた結核対策に正のインパクトを与えると期待さ

れる。 

 

（５）自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性の見込みは、以下のように予測できる。 

・｢イ｣国政府は結核対策として、｢国家結核対策プログラム（NTP2006-2010）」を策定



 

しており、これまで DOTS のサービスが行き届いていなかった国民に対する DOTS
拡大を主要戦略の一つとして掲げている。本プロジェクトの目標であるラボラトリ

ーネットワークの強化を通じた質の高い結核菌検査サービスの確立は、同主要戦略

と整合性のとれた活動であり、政策支援が期待できることから、本プロジェクトの

終了後も持続可能性が見込まれる。 

・本プロジェクトにおいては、「イ」国側保健省を中心とし、インドネシア大学、アイ

ルランガ大学／ストモ病院、州ラボラトリー、WHO 等の機関から構成されるラボラ

トリー・ワーキング・グループ（21 名）がプロジェクトのアドバイザリー機関とし

て機能することになっており、プロジェクトの成果が中央保健省だけでなく、州ラ

ボラトリーや WHO にフィードバックされることが期待される。 

・本プロジェクトにおいては、研修教材と研修カリキュラムが整備される計画であり、

その研修教材をもとに、結核担当官と検査技師のマスタートレーナーを育成する。

教材の整備と研修講師の育成を通じて、プロジェクト終了後も継続的に研修が実施

されることが期待される。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 本プロジェクトは、西ジャワ州にラボラトリーネットワークのモデルを構築し、次いで

同モデルを｢イ｣国の全土への展開を図る礎を築くことを目指している。本プロジェクトの

実施により、全国的に質の高い検査を実現することが可能となる。結果、質の高い DOTS
の拡大が実現し、貧困層、小児、地方部における結核患者を確実に発見し、診断し、治療

する体制整備が期待できる。 

 また、結核は女性に特化した病気ではないが、家庭内での患者ケアが女性の負担となる

場合が多いこと、女性は男性に比して医療を含む社会的サービスへのアクセスが困難であ

ることから、世界的にみて 10 代から 40 代では、女性のほうが男性と比較し、感染から発

病に至る危険が最大で 2.3 倍となっている。「イ」国においても、現在まで検査・治療のサ

ービスが行き届かなかった人々のアクセスを容易にするために質の高い DOTS の拡大が重

要な活動であることが訴えられている。DOTS の更なる拡大には、本プロジェクトの目標で

ある質の高い検査が担保される体制作りが急務であり、この意味において本プロジェクト

はジェンダー面での裨益が期待できる。 

 環境等への直接的な負の影響（環境汚染）はない。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 JICA はこれまで、技術協力プロジェクト、研修、無償資金協力等の各種スキームを一体

的に活用し、国際機関・関係機関との密接な連携により、各国の結核対策を支援してきた。

1995 年以降は、世界的な標準手法である DOTS への協力を中心とした協力を行っており、

人材育成、システム構築、組織作りを行ってきた点に特徴がある。基本的には、対象国全

体の結核プログラムの改善をプロジェクト目標として、相手国政府自身が DOTS を展開で

きるように協力を実施している。 

 フィリピン国において、JICA による技術協力プロジェクトである｢結核対策向上プロジェ

クト｣を支援している。同プロジェクトでは、全国における外部精度管理体制（EQA）の導

入をナショナルレベルから末端の保健所レベルまでカスケードされた研修体制のもとで効

率的に導入した経験を有しており、研修に使用したマニュアルや研修制度を本プロジェク

トに活かして、プロジェクトを成功に導くこととする。 

８．今後の評価計画 

・中間評価：2009 年６月頃に実施予定 

・終了時評価：2010 年６月頃に実施予定 

・事後評価：協力終了後３年後を目処に実施予定  




