
評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：カンボジア国 案件名：結核対策フェーズⅡ 

分野：保健医療（結核対策） 援助形態：技術協力（一部業務委託契約による）

所轄部署：JICA人間開発部感染症対策チーム 協力金額（評価時点）： ５億円 

先方関係機関：国立結核センター、保健省 協力期間 2004 年 8 月～2009 年 7 月 

日本側協力機関：㈶結核予防会 

1-1 協力の背景と概要 

カンボジア国（以下、「カンボジア」と記す）においては、30 年に及ぶ長い内戦のため結核の被

害が拡大し、感染率、患者数ともに世界的にみて上位に位置づけられるほど被害が大きくなって

いた。カンボジア政府は結核対策への取り組みを強化し、WHO の指導のもと、1994 年から病院

における DOTS（Directly Observed Treatment with Short course Chemotherapy：直接監視下に

おける短期化学療法）の導入を図ってきたが、結核対策の質を維持しつつ更なる拡大の必要性

が高く、日本政府に支援を要請してきた。1999 年から、JICA は結核対策プログラム（National 

Tuberculosis Program：NTP）をカウンターパートとし、結核対策プロジェクトフェーズⅠを開始し、

全国に約 900 あるヘルスセンターでの DOTS を提供できるようにすることを目標として協力を実施

し、本来の達成目標より早い 2004 年までに DOTS の全国普及を完了した。他方、質の確保され

たDOTSを維持すること、増大するHIV感染者、都市部における結核対策といった新たな問題が

発生していることから、フェーズⅡとしての協力が要請され、2004 年から 5 年間の第２フェーズが

開始された。 

フェーズⅠで達成された DOTS サービスの拡大と NTP の基礎的能力の強化を踏まえ、フェー

ズⅡでは、国家結核対策の質の改善・保証を可能にする NTP の管理運営能力強化、

Community DOTS 等の導入、NTP 全体のサービス提供システム（中央機関としての国立結核セ

ンター（National Center for Tuberculosis and Leprosy Control：CENAT）、州保健局（Provincial 

Health District：PHD）、医療計画圏（Operational District：OD）、ヘルスセンター等）の自立発展

性の強化を目指している。 

 

1-2 協力内容 

(1)上位目標 

結核の死亡数、患者数が減少する 

 

(2)プロジェクト目標 

質が高く維持可能な結核プログラムが全国で実施される 

 

(3)アウトプット 

1) NTP の運営管理能力が改善される 

2) 維持可能で質の高い DOTS サービスが全国に広がる 

3) 既存の DOTS を超えた適切な結核サービスとそのガイドラインが開発される 

4) DOTS、TB/HIV（Tuberculosis and HIV）対策、調査活動に必要な検査の質が改善される 



5) 結核対策計画を支えるための効果的な IEC(Information, Education, Communication)

/Advocacy 活動が実施される 

 

(4) 投入(評価時点) 

日本側 

長期専門家派遣     延べ 4 名   機材供与       42,000 千円 

短期専門家派遣      延べ 36 名  ローカルコスト負担 88,781 千円 

研修員受入         5 名 

 

    カンボジア国側 

カウンターパート配置  31 名 

土地・施設提供 執務スペース 

ローカルコスト負担 

2. 評価調査団の概要 

 

調査者 

 

総   括： 小野 喜志雄 JICA 人間開発部技術審議役 

評価計画： 遊佐 敢 JICA 人間開発部感染症対策チーム 

評価分析： 間宮 志のぶ 株式会社グローバルリンク・マネージメント社会開

発部研究員 

調査期間 2006 年 9 月 25 日～2006 年 10 月 8 日 評価種類：中間評価 

3. 評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

 本調査において、各アウトプットに設定された指標をもとにアウトプットの達成状況が以下のとお

り確認された。 

 

(1) NTP の運営管理能力が改善される 

アウトプット１)では国家結核対策プログラムの実施機関である CENAT 及び PHD、OD レベ

ルのスタッフを①プログラム管理、②情報管理、③ロジスティック（薬剤管理）、④調査研究、⑤

援助調整の分野での活動を通してキャパシティ強化することを目的としている。本調査の結

果、NTP の運営管理能力は改善されつつあるものの、引き続きプログラムの企画立案、調査研

究の分野での能力の強化が必要であることが確認された。数多く実施されている CENAT や

PHD、OD 関連のスタッフへの研修に関し、研修の成果を評価し、体系的な研修システムに改

善すること必要もあることが指摘された。 

 

（２）維持可能で質の高い DOTS サービスが全国に広がる 



アウトプット２)ではすでにヘルスセンターレベルまでに導入された DOTS を、特に医療施設

へのアクセスが困難な地域や、医療施設に来ることができない結核患者やその家族及びその

地域住民に、より効率的に届けるためのアプローチとして官民連携（Private-Public Mix

DOTS： PPM-DOTS）、及びコミュニティの巻き込みによる方法（Community DOTS）を取り入

れた。また効率的な６ヶ月療法への切り替えによってサービスの質を基準化、改善した。 

本調査の結果、DOTS（６ヶ月療法）の普及は確実に拡大していることが確認された。

PPM-DOTS では、プノンペン市において USAID が支援する NGO と連携して活動を展開して

いるが、その結果、結核疑い患者の DOTS サービス受診者数が増加している。Community 

DOTS に関しては、目標を上回ってヘルスセンターへの導入が推進されており、今次調査にお

いて数値目標を上方修正した。また現地 NGO が実施した３つの OD における活動の外部評価

によると、Community DOTS 導入によって結核患者発見率が上昇していることが確認されてい

る。DOTS サービスの多様化、質の向上によって住民の DOTS サービスのアクセスが確実に増

加しているといえる。 

 

（３）既存の DOTS を超えた適切な結核サービスとそのガイドラインが開発される 

アウトプット３）では、結核に関連する疾病の対策として TB/HIV 対策、小児結核対策、喀痰

塗抹陰性対策及び肺外結核対策を取り上げ、多様化する結核関連の疾病への罹患を防止す

る種々の対策を提供している。プロジェクトでは既存のガイドラインの改訂、及びガイドラインに

沿ったモジュールを活用したサービス提供者のトレーニングを実施している。 

 

（４）DOTS、TB/HIV 対策、調査活動に必要な検査の質が改善される 

アウトプット４）では、サーベイランス体制を強化し、細菌学的検査の質を高めることで、正確

で迅速な疾病診断を担保する。このことは国家結核プログラム実施の成果をモニター、評価す

るためにも重要な要素である。フェーズⅠでは外部精度評価（External Quality Assurance: 

EQA）の強化は終了したものと判断されたため、フェーズⅡでは包括的精度管理 

（Total Quality Management：TQM）体制の構築を主眼としていた。しかし今次調査の結果、

ラボの検査実績を示す指標は改善の傾向を見せてはいるものの、末端のラボの検査能力に課

題があることが指摘され、研修やスーパービジョンを通して EQA 体制の質を改善していく必要

があることが確認された。 

 

（５）結核対策計画を支えるための効果的な IEC/Advocacy 活動が実施される 

アウトプット１）～４）では、結核対策の実施及びサービス提供者側のキャパシティ・ディベロッ

プメントが焦点であったが、アウトプット５）ではサービスを受ける結核患者やその家族、一般住

民の認識や行動変容を促すことが目的となっている。プロジェクトは IEC/Advocacy 戦略のドラ

フトを作成した。後半の期間では当該戦略案を活用して IEC/Advocacy 活動を展開していく予

定である。 



3-2 評価結果の要約 

（１）妥当性 

カンボジアの開発政策や地域のニーズ、日本の対カンボジア援助政策に照らして、本プロ

ジェクトの妥当性は極めて高いといえる。保健セクター戦略（2003～2007 年）によると、カンボ

ジア政府は結核、マラリア、デング熱等の感染症を低減することを重点としている。その中で、

結核対策としては保健サービスの質の改善、コミュニティや結核患者を巻き込み、TB/HIV 対

策、PPM-DOTS、多剤耐性結核対策、情報と調査研究、人材育成と関連機関のパートナーシ

ップの構築が必要であるとしている。またカンボジアは WHO の定める結核高負担国 22 カ国の

うちの１つであり、現在結核の罹患率は 10 万人あたり 508 人で、結核による死亡は 10 万人のう

ち 95 人の割合である。これは WHO 西太平洋地域ではもっとも高い確率であり、カンボジアに

おける結核対策の必要性は極めて高いといえる。 

また、JICA 国別事業実施計画によると、我が国はカンボジア支援において保健セクターを

重点分野としており、結核対策を目的とする本プロジェクトは日本の援助政策との整合性を確

保している。 

結核対策に関しての我が国の専門的な技術レベルは極めて高く、これまでも WHO 等の国

際機関と連携してネパールやフィリピンでの結核対策を推進してきた実績がある。これらのこと

から日本の経験を十分活かすことができ、本プロジェクトの手段は適切であるといえる。 

 

（２）有効性 

それぞれのアウトプットはプロジェクト目標達成に向けて計画どおり進展している。今後も各

活動が順調に展開されれば、プロジェクト目標「質が高く維持可能な結核プログラムが全国で

実施される」が達成される見込みは極めて高いといえる。既存の全ヘルスセンターへの DOTS

の普及は予定より早く 2004 年末に達成し、DOTS 普及拡大の効果は結核患者発見率向上に

大きく貢献している。カンボジア保健省発行の 2005 年版結核報告書*によると、新塗抹陽性結

核患者の発見率は 70％に達している。さらに、2005 年の実績では新塗抹陽性結核患者の治

療成功率は 90％に達している。 

各アウトプットはプロジェクト目標達成にそれぞれ大きく貢献している。まず。アウトプット１）で

は国家結核プログラムの実施機関である CENAT の組織能力の向上及び CENAT を含む結核

対策に従事する個々の人材の能力向上を目指す。アウトプット２）では、これまで DOTS サービ

スが行き届きにくかった人々にとってサービスを受けやすい効果的なアプローチとして、

PPM-DOTS や Community DOTS を活用して、結核発見率を高める工夫をしている。そしてア

ウトプット３）では、効率的な薬剤投与によってより効果的な治療を推し進める６ヶ月療法を導入

し、急激に蔓延しつつあるエイズに対処すべく TB/HIB 対策を打ち立てて、治療の基準化を図

るためのガイドラインを策定する。また DOTS による治療では対応できない小児結核や塗抹陰

性結核の対策も進めている。さらに、アウトプット４）ではサーベイランス体制を強化し、検査の

                                                  
* Tuberculosis Report 2005, by Ministry of Health 



質を高めることで、正確で迅速な疾病診断を担保する。このことは国家結核プログラムの実施

の成果をモニター、評価するためにも重要な要素である。これらアウトプット１）～４）までは結核

対策に係るサービス提供側の質の改善であるが、アウトプット５）では、サービスを受け取る側

である結核患者やその家族、またコミュニティの人々の結核に関する認識を高めるため、IEC

教材を活用して情報を提供し、彼らの行動変容を促進する。以上のように５つのアウトプットは

サービス提供側の体制を強化し、サービス内容の多様化と質の向上を図り、すべての住民が

よりサービスを受けやすくなるように配慮されており、目標達成のために有効に活用されている

といえる。 

 

（３） 効率性 

日本側の投入は専門家派遣、カウンターパート研修の実施、機材供与及びローカルコスト

負担など概ね計画どおりに実施された。一方で日本側のプロジェクト運営形態が JICA 直営型

から結核予防会への業務委託に段階的に変化したことで、事務手続きに時間がかかり数人の

専門家の派遣が遅れたことが指摘されている。カンボジア側はプロジェクト活動推進のための

カウンターパートの配置を行ったが、数人のカウンターパートが長期研修や異動で不在になっ

た。後任のカウンターパートの迅速な配置が必要である。カンボジア側より、CENAT の建物の

３階には日本人専門家のための執務スペースが提供されているが、十分な広さがあり執務環

境は良好といえる。同じ建物内に CENAT 所長、WHO 結核案件担当者の執務室もあり、協力

体制構築に効果的であったといえる。プロジェクト内のコミュニケーションは大変良好であった

が、カンボジア側と日本側双方、合同でのミーティングなどは必ずしも定期的には開かれてお

らず、またプロジェクトの進捗管理に際し、Plan of Operation（PO）が有効に活用されていなか

ったことで、双方の活動進捗の理解に相違があったといえる、今後は定期的に PO を参照して

カンボジア、日本双方が共同で活動の進捗管理をしていくこととされている。 

 

（４） インパクト 

結核プログラムが順調に進捗していけば、「結核の死亡数、患者数が減少する」という上位

目標達成の見込みは高いといえる。プロジェクト実施によるプラスのインパクトが次のとおり確

認されている。 

第１に、本プロジェクトは PPM-DOTS の実施を通して、公的医療サービスでの民間医療従

事者や NGO との協力関係を促進している。特に流動人口の多い都市部においては民間医療

機関を利用する住民を捉えていくことが発見率を向上させる重要なポイントであることから、民

間の医療従事者と協力して患者紹介を促進することは発見率向上に効果的である。 

第２に、本プロジェクトは Community DOTS の実施を通して、Community DOTS の住民のエ

ンパワメントに貢献している。DOTS サービスが行き届きにくい地域では、コミュニティの住民は

自発的に DOTS サービスの普及に協力しており、村落のヘルスボランティアは結核患者とその

家族に対し、彼らが DOTS サービスを受けやすくなるような多様な支援を実施している。 

第３に、本プロジェクトは TB/HIV 対策の実施を通して、国家エイズプログラムとの協力体制

を構築するのに貢献している。 



第４に、本プロジェクトは、Community DOTS の活動を通して、NGO の草の根レベルの活動

からのフィードバックを中央に吸い上げるパイプの役割を果たしている。本調査においては、プ

ロジェクト実施によるマイナスの影響は確認されていない。 

 

（５） 自立発展性 

カンボジア政府の結核対策支援のコミットメントは強固であり、カンボジア政府は保健サービ

スの質の改善、コミュニティや結核患者の巻き込み、結核エイズ対策、PPM-DOTS、多剤耐性

結核対策、情報と調査研究、人材育成と関連機関のパートナーシップの構築等を掲げた結核

対策の国レベルの保健政策及び戦略（2006-2010）を策定している。今後も、この政府の高い

コミットメントは国レベル及び地方レベルにおいて継続するものと思われ、政策面での自立発

展性は高いといえる。CENAT は国家結核プログラムを推進する中心的機関であり、全国レベ

ルでプログラム実施の総括的責任があり、今後も中心的機関として位置づけられる見込みであ

る。CENAT 所長の強いリーダーシップの下、活動が順調に進展している。今後は CENAT 職

員全体の運営管理能力が強化されて、CENAT の組織としての能力の向上に更なる努力が望

まれる。カンボジア側への技術移転は順調に行われ、カウンターパートの技術力は着実に向

上している。その結果、プロジェクトが実施を支援しているトレーニングは、ほとんどカンボジア

側カウンターパート独自で実施可能になった。 

ただ、ラボに関しては、医療計画圏レベルのスタッフの技術レベルの向上に一層の努力が

必要との指摘があった。今後は本プロジェクトで技術移転を受けた人材が他の人材を指導して

いくことで、技術の定着は十分可能であるといえる。 

なお、財政面での自立発展性は現時点で判断することは困難である。保健省の全体の予算

は増加傾向にあるため CENAT への予算配分は絶対額としては増加しているものの、保健分

野全体に占める割合としては減る傾向にある。今後はグローバルファンドや米国開発援助庁

（USAID）の資金的な支援が見込まれるが、保健省はこれらの資金を調和のとれた有効的活用

を目指して努力していく必要があろう。 

 

3-3 効果発現に起因した要因 

（１）計画内容に関すること 

   特になし。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

   抗結核薬品の不足が発生した際に、本プロジェクトでは我が国の他スキーム（無償資金協

力）を有効に活用し、問題に対処することができた。 

 

3-4 問題点および問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 



   特になし。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

日本側のプロジェクト運営形態が JICA 直営型から結核予防会への業務委託に段階的に変

化したが、日本側の事務手続き上の問題のために、専門家の派遣が遅れたことで活動が遅延

した。 

 

3-5 結 論 

プロジェクトの中間地点での今次調査において、プロジェクトの妥当性及び有効性は高いと

判断された。他のドナーや NGO との連携を通じてプロジェクトは効率的に実施されていること

が確認されたが、PO の有効活用を推進することで効率性を高めることが期待される。今後はグ

ローバルファンドなどの大規模な資金支援を効果的に活用していくことによって、財政面での

自立発展性を高める工夫が必要である。 

 

3-6 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）結核対策プロジェクトフェーズⅠを開始した 1999 年と比較して、NTP は、DOTS の全国への

ヘルスセンターへの拡大、Beyond DOTS の導入の面で大きな成功を収めている、NTP は、

2006 年度の速報値として、結核患者発見率 70％、治療成功率 85％を達成し、国際的な目標

に到達したと WHO へ報告している（正式には、カンボジア人口統計結果による）。 

   他方、活動分野・範囲、地域の拡大は、国際機関や援助機関等の関係者の増加も伴ってお

り、NTP はこれまで以上に関連機関の調整に留意していく必要がある。特に、適宜の情報共

有、モデル・パイロットの結果の共有に留意していくべきである。 

 

（２）国・州・OD の各レベルで行われる結核対策のモニタリング・評価・スーパービジョンは結核対

策のコアとなる部分であり、これまで導入のための研修を行ってきた。他方、研修修了者も含め

て各レベルでの実施には課題が散見されている。NTP としては、当該分野の強化を重視し、実

施状況の把握、問題点の洗い出し情報の共有化等を行う必要がある。プロジェクトとしては、次

年度以降 OD 以上の各結核担当管理者の管理能力向上強化のための活動を行っていく必要

がある。 

 

（３）患者数、検査数の急増、８ヶ月療法から６ヶ月療法への変更等、薬剤・検査試薬等の需給面

で大きな変化が生じている。また、抗結核薬の地方への配送等は、NTP ではなく、保健省本省

の Central Medical Store が実施しており、NTP 自体が実施する管理しやすい体制から、保健

セクター全体での取り組みを重視していることから、管理面ではより緊密な連携が必要となって

いる。 

   これらロジスティックスのマネジメントには困難な面が多数あるが、結核対策において質の確

保された抗結核薬及び検査試薬の安定供給は重要であり、NTP はモニタリングの強化等十分



注意を払いながらマネジメントをしていくべきである。 

 

（４）TB/HIV 対策分野には、多くの援助機関による多くの協力がされている。エイズ・結核それぞ

れの国家プログラムは、それぞれのプログラムの調整等だけでも業務過多になりかねない部分

があるが、十分な協議のうえ、相互連携のスケジューリングを明確に共有したうえで TB/HIV 対

策を進捗させていく必要がある。 

 

3-7 教 訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管

理に参考となる事柄） 

本プロジェクトにおいては、フェーズⅠにおける「ヘルスセンターでの DOTS」を４つの OD を

パイロットサイトとして以来、TB/HIV、PPM-DOTS、Community DOTS 等各種新しい施策をパ

イロットサイトにおいて実施し、プロジェクトにてガイドライン・研修モジュールを作成し、その後

全国に展開する手法をとり、成果をあげてきている。 

パイロットの実施段階においては各種研修、事業実施のための日当・宿泊の支給等を行っ

てきており、パイロット事業の終了後にはこれらの活動を停止し、相手側に委ねていくことが必

要となる。そのなかで様々なパイロット活動が成果をあげるごとに、技術面・資金面での支援を

含めて各活動における JICA 支援の割合を漸減させるとともに、先方の主体性を拡大させ、

終的に先方に完全に委ねてJICAの協力を終了させ、そして次のパイロット活動に重点をシフト

させていくという過程が重要であるが、本プロジェクトにおいてはそのメカニズムが当初から万

全に検討・内包されていたとは言いがたい面がある。 

   なお、今回の調査においては再度相手側保健省に「JICA はモデル事業の段階においては

費用面も含めて支援を行うが、いったん国家政策として採用され、当該事業がルーチン活動と

して定着した場合には、カンボジア側が自立して運営していくことが必要であり、JICA の協力

は行われなくなる」旨理解を促した。 

 


