
事前評価表 
 

１．案件名：パキスタン国 EPI／ポリオ対策プロジェクト 
      EPI／Polio Control Project in Pakistan 

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 

本プロジェクトは、パキスタン国（以下、「パ」国と記す）の僻地において子どもへの予防

接種が十分になされていない現状に対し、予防接種の提供体制を強化するとともに地域住民

の予防接種への知識と理解を深めることにより、より多くの子どもたちが必要な接種を受け

られるようにすることを目的としている。具体的な活動及びアウトプットは、①予防接種を

実施する人材を育成し、１次保健医療施設におけるマネジメントを強化することにより予防

接種を適切に提供する体制を強化すること、②子どもの両親をはじめとする地域住民に対し、

予防接種に関する正しい知識を広めること、③医療従事者への研修やガイドラインの整備を

通じ、予防接種対象疾患が発生した場合の早期通報システムを強化すること、④研修及び機

材の供与を通じ、ワクチン生産段階での品質管理を実施する体制を強化すること、である。

これらによって、予防接種を受ける子どもの数を増加させ、対象疾患の発生を抑えることを

目指している。 
 
（２）協力期間 

2006 年８月 20 日から 2011 年８月 19日 
 

（３）協力総額（日本側） 
約３億７千万円 
 

（４）協力相手先機関 
保健省国立保健院（National Institute of Health：NIH）、北西辺境州保健局 
 

（５）国内協力機関 
国立国際医療センター、財団法人阪大微生物病研究会 
 

（６）裨益対象者及び規模等 
北西辺境州シャングラ県（人口約 50万人）・スワット県（人口約 147 万人）・ブネール県（人

口約 57 万人）における２歳未満の子ども 
３．協力の必要性・位置づけ 
（１）現状及び問題点 

「パ」国では、BCG を除き子どもの予防接種率が50～60％台にとどまっており、出生1,000

人当たり103人という高い５歳未満死亡率につながっている。特に保健医療施設から遠く離れ

た僻地・遠隔地では予防接種が事実上提供されておらず、保守的な農村の風土や女性の自由

な移動を制限する社会習慣と相まって、北西辺境州では接種率が３割にとどまっている地域



すらある。 
こうした状況を受け、「パ」国は予防接種の普及を保健分野の最重要課題の１つとして位置

づけている。2000 年初頭までは保健医療施設を拠点として普及に努めたが、農村部では施設

の数が限られること、文化社会的背景から女性だけで子どもを施設へ連れていったり、男性

の予防接種提供者に接見することが難しいことなどの理由から、僻地での接種率は伸び悩ん

でいる。一方、地域レベルにおける女性保健従事者（Lady Health Worker：LHW）を通じた保

健教育や簡易な保健医療サービスの提供は農村部を中心に一定の成功を収めており、現行の

「パ」国予防接種拡大プログラム（Expanded Programme on Immunization：EPI）は LHW を予防

接種サービスの提供者に含めている。これを受け、2005 年からは LHW による子どもへのワ

クチン接種も開始されており、LHW を巻き込んだ形で定期予防接種サービスを強化するニー

ズは高いと考えられる。 
 我が国のこれまでの協力としては、1996 年以来、UNICEF を通じた無償資金協力と医療特

別機材供与により、ポリオ及び新生児破傷風対策用のワクチンを提供している。また、2001

年から 2005年にかけては長期・短期の個別専門家を派遣し、ポリオの発生に係る早期通報シ

ステムの強化に貢献した。また本邦にて EPI 事業の総合強化やワクチンの品質管理向上に係

る研修を実施し、EPI に関わる人材の育成を行った。 
「パ」国での予防接種普及及び関連疾患への対策に関しては、WHO、UNICEF 等の国際機関

や DFID（英国国際開発省）等の２国間協力機関、GAVI（Global Alliance for Vaccines and 
Immunization）、CDC（米国疾病対策センター）等がワクチン運搬・保管用機材の整備や予防

接種対象疾患の発生を監視する早期通報システムの強化に重点を置き協力を実施してきた。

本プロジェクト対象地域では、北西辺境州スワット県を除き他のドナーによる活動はない。 
 
（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

「国家保健政策 2001」では、「パ」国 MDGs（ミレニアム開発目標）及び貧困削減戦略（PRSP）
の柱でもある感染症への対策が優先課題として取り上げられ、予防接種を含むプライマリ・

ヘルスケア（Primary Health Care：PHC）の提供体制強化、都市・農村間の格差是正、及び地

方分権化の促進が戦略としてあげられている。特に、定期予防接種の実施は不十分とされ、

EPI の政策のなかでも重点課題の１つにあげられている。 
本プロジェクトは都市部、農村部の両方での定期予防接種の強化と、それを通じた子ども

の疾病低減に貢献するプロジェクトであり、「パ」国の保健政策及び EPI 政策に合致している。

 
（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づけ（プログラムにおける位置

づけ） 
本プロジェクトは、JICA 国別事業実施計画において援助重点分野として定められている４

つの分野のうち、（１）人間の安全保障の確保と人間開発の「保健」に位置づけられる。 

４．協力の枠組み（主な項目） 
（１）協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
「対象地域において２歳未満の乳幼児が予防接種を受けられるようになる」 



＜指標・目標値＞ 
・予防接種を受けた２歳未満児の数の増加。 
・DTP３（３種混合ワクチン、数字は回数を示す）の定期接種率（報告値）の増加。 
・DTP 接種におけるドロップアウト率の減少 〔（DTP１-DTP３）／DTP１〕。 

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 
「対象地域において EPI によって予防可能な疾病が減少する」 
＜指標・目標値＞ 
・ポリオ患者発生ゼロの維持。 
・麻疹の発生数の減少。 
・新生児破傷風の発生数の減少。 

 
（２）成果（アウトプット）と活動 

１）アウトプット１：対象県において EPI サービスが適切に提供される。 
＜指標・目標値＞ 
・EPI サービスの提供に関する研修を受講した LHW や EPI 従事者の数の増加。 
・LHW による予防接種回数の増加。 
・各県のワクチン保冷庫や１次保健医療施設におけるワクチンの在庫切れ状態の軽減。 
・EPI センターからの適時かつ定期的な県保健事務所への報告。 
・チェックリストの基準を満たす EPI センターの数の増加。 
・１次保健医療施設レベルでの活動計画の策定・実施。 
＜活動＞ 
・ベースライン調査、活動計画の作成を行う。 
・EPI 従事者、女性保健監督者（Lady Health Supervisor：LHS）、LHW に対して研修を行う。

・EPI ロジスティックスの管理を行う。 
・巡回予防接種サービスについて調査する。 
・モニタリングを実施する。 

２）アウトプット２：対象県において、両親が乳幼児に予防接種を受けさせるようになる。 
＜指標・目標値＞ 
・啓発活動に参加する宗教・地域指導者、政策策定者（以下、「地域代表者など」と記す）、

乳幼児の両親や後見人、伝統的医療従事者の数の増加。 
・期日どおりに定期予防接種を完了させるべきであることを認識している１歳未満児の両親

や後見人の比率の向上。 
・新しい使い捨て注射器の使用を含めた定期予防接種の提供形態を理解している１歳未満児

の両親や後見人の比率の向上。 
・予防接種による軽度な副反応を理解している１歳未満児の両親や後見人の比率の向上。 
・定期予防接種が必要不可欠なものと認識する１歳未満児の両親や後見人の比率の向上。 
＜活動＞ 
・知識・態度・実践（Knowledge, Attitudes, and Practices：KAP）調査を行う。 
・EPI に関するコミュニケーション戦略を策定する。 



・必要に応じて教材を作成／レビューする。 
・地域代表者などに対して、予防接種に関するセミナーやワークショップを開催する。 
・乳幼児の両親や後見人などに対して予防接種に関する保健教育を行う。 
・産前検診中、妊婦に対して出産後の乳幼児の予防接種に関する啓発活動を行う。 

３）アウトプット３：ポリオ早期通報システムを活用して EPI 疾患の早期通報システムが強

化される。 
＜指標・目標値＞ 
・EPI 疾患早期通報システムに関する研修を受講した保健医療従事者の数の増加。 
・週間報告の適時率（％）の向上。 
・非ポリオ急性弛緩性麻痺の報告率の維持。 
・保健医療施設からの EPI 疾患報告漏れ数の減少。 
＜活動＞ 
・EPI 疾患早期通報システムに関するガイドラインを策定する。 
・EPI 疾患早期通報システムに関する研修を行う。 
・EPI 疾患早期通報システムをモニタリングする。 

４）アウトプット４：国立保健院（National Institute of Health：NIH）内にあるワクチン品質

管理検査室（Quality Control Laboratory：QCL）におけるワクチンの品質管理能力が向上す

る。 
＜指標・目標値＞ 
・研修を受講した QCL 職員の数の増加。 
・既存の運用基準に沿った QCL 職員の知識及び技術の習得。 
・調達機材の適切な活用及び維持管理。 
＜活動＞ 
・機材調達計画を策定し、調達・設置する。 
・機材の使用及び維持管理に関する研修を行う。 
・ワクチンの品質管理に関する研修を行う。 
・QCL 活動をモニタリングする。 

 
（３）投入（インプット） 

１）日本側（総額３億７千万円） 
①長期専門家：EPI／チームリーダー、業務調整 
②短期専門家：EPI 関連疾患に係る早期通報システム、保健情報システム、ワクチンロジ

スティクス、ワクチン品質管理、公衆衛生／行動変容 
③機材供与：（EPI センター及び LHW を通じた予防接種事業に必要な医療機材、ワクチン

運搬及び巡回サービス用車両等） 
④本邦研修：年２名程度（ワクチン品質管理等） 

２）「パ」国側 
①カウンターパート 
プロジェクトダイレクター：保健省 EPI ナショナルマネジャー 



プロジェクトマネジャー：北西辺境州 保健副局長（EPI 担当） 
カウンターパート：国立保健院関係者、北西辺境州の EPI 関係者及び LHW プログラム

関係者、シャングラ・スワット・ブネール各県の EPI 関係者及び LHW プログラム関係

者 
②施設・設備等 

JICA 専門家執務室（保健省及び北西辺境州ペシャワール市） 
③運営・経常費用ならびに維持管理費 

 
（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

１）アウトプット達成のための外部条件 
・活動のための燃料費が州保健局の予算で確保される。 
・EPI 従事者や LHW が、定期接種に取り組む業務時間を十分確保することができる。 

２）プロジェクト目標達成のための外部条件 
・国家 EPI 政策における「LHW の役割」が変更されない。 
・EPI ワクチンが安定的に北西辺境州へ提供される。 
・自然災害や紛争がプロジェクト活動に影響しない。 

３）上位目標達成のための外部条件 
・力価の保たれた EPI ワクチンが確保される。 
・乳幼児の栄養状態が悪化しない。 
・ポリオ・キャンペーンが継続される。 

４）上位目標を継続するための外部条件 
・北西辺境州において、EPI、LHW 両プログラム間の連携が維持される。 

５．評価５項目による評価結果 
以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

（１）妥当性 
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。 

・本プロジェクトの長期的な目標は、予防接種で予防可能な疾病（麻疹、新生児破傷風など）

を対象県において減少させることである。「パ」国における 2003 年の乳児死亡率は 86（／

出生 1,000）であり、南アジア諸国であるインド（同 68）やバングラデシュ（同 66）と比

較しても高く（出所：WHO“World Health Report 2005”）、本プロジェクトにおける裨益対

象者（２歳未満の幼児）のニーズは、極めて高いと考えられる。 
・中期開発枠組み（MTDF：2005-10）は、「乳幼児及び母親の死亡率を減少させるために質の

高い保健サービスを提供すること」を保健セクターの目標としている。また、MDGs 報告

書（2005）でも、「定期接種を完了させることが、国内の乳幼児の死亡率を減少させるため

に極めて重要である」と「パ」国政府は認識しており、本プロジェクトが目指す方向と一

致している。 
・「国家 EPI 政策及び戦略ガイドライン」（以下、｢EPI 政策」と記す）も、「１歳未満児に予防

接種を行って、EPI 対象疾患による死亡及び罹病を減少させる」ことを目標に掲げている。

・JICA 国別事業実施計画には４つの重点分野が設定されており、その１つが「人間の安全保



障の確保と人間開発」である。本プロジェクトは、そのうちの「母子保健プログラム」の

中核をなし、「州レベル以下で定期予防接種に関わる要員の技術・能力を強化する」ことが

期待されるため、協力の妥当性は高い。 
・LHW へのインタビュー調査を通じて、一部の地域住民（特に男性）がワクチンは生殖能力

を低下させるという誤った考えを持っていることがわかった。さらに、PCM ワークショッ

プでは、女性、男性、コミュニティ指導者、教員などに対して正しい情報を伝える必要が

あるということを参加者間で確認した。したがって、アウトプット２では地域住民の行動

変容を促すことを目指しており、この方針は対象県における地域住民のニーズと合致して

いる。 
 

（２）有効性 
本プロジェクトは、以下の理由から高い有効性が見込まれる。 

・「対象地域（北西辺境州ブネール、シャングラ、スワット県）におけるコンポーネント」を

構成する、①「EPI サービスの提供」、②「予防接種に関する両親の意識の向上」は、それ

ぞれサービス提供側と受手側に向けたアウトプットで、これらが相互補完されることによ

り、対象地域での定期接種の円滑な実施を可能にする。そこに、「連邦レベルにおけるコン

ポーネント」である、③「EPI 疾患早期通報システム体制の強化」及び④「ワクチンの品質

管理能力の改善」を有機的に組み込んで後方支援を行うことにより、相乗効果としてプロ

ジェクト目標が促進される設計となっている。 
・LHW に対する研修は、選定基準1を満たす EPI センターで行うが、山岳地域の住民などは、

そもそも近くに保健医療施設がなく、EPI サービスを受けることができない。このことは、

公平性の観点からも課題といえる。そこで、巡回予防接種サービスに関するニーズ・アセ

スメントを行い、協力期間の後半において、そのような地域をカバーする方策を示すこと

とする。 
 

（３）効率性 
本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

・北西辺境州においては、州保健局と UNICEF との緊密な連携のもと、重点７県 2 で定期予防

接種活動の強化が図られてきた。本プロジェクトは、既存の体制や研修教材などを効果的

に活用することにより、プロジェクトの投入を抑えた効率的な実施を行う。 
・長期専門家を必要不可欠な数に抑え、かつ短期専門家を適切なタイミングで効率的に派遣

することにより、人材面での投入を必要最小限に抑える。 
・「パ」国内の経験豊富な社会開発系の調査機関やローカルコンサルタントを KAP 調査やベ

ースライン調査に積極的に活用して、コスト面に配慮した効率的な事業実施が見込まれる。

 
 

                                            
1 選定基準は、①機能している EPI センターであること（コールド・チェーン技術者、常勤の予防接種実施者がいること）、②最低

８名の LHW がいること、③LHS が車両を持っていること、と定められている。 
2 UNICEF が北西辺境州で対象とするのは、①Abbottabad、②Swabi、③Swat、④Peshawar、⑤Mardan、⑥DI Khan、⑦Dir Upper の７

県で、Swat 県は本プロジェクトの対象県であり、今後 UNICEF から引き継ぐ方向で協議が進行している。 



（４）インパクト 
本プロジェクトの実施によるインパクトは、以下のように予測される。 

・アウトプット②として、伝統的医療従事者や宗教・コミュニティ指導者に対してセミナー

やワークショップを開催するが、予防接種の効果や必要性のみならず、健康な子どもを育

てるうえで両親が果たす役割の重要性についても広く理解を促す予定である。この啓発活

動は対象者の知識・意識の変化及び行動変容を促すためのものであり、Parda System と呼ば

れる男性優位な環境のもとに置かれている女性の地位向上につながることが期待できる。 
・予防接種を行うと一定の確率で発生してくる通常の副反応に対し、LHW が十分対応できな

い場合、予防接種に関するネガティブな噂が広まり、乳幼児に接種を受けさせない両親が

出てくる可能性も否定できない。したがって、副反応への対応を強化するとともに、副反

応は一時的に起こる現象であり対応可能であること、EPI により乳幼児の死亡数や罹病数が

劇的に減少してきたことなど、正の効果のほうが大きいことを積極的にアピールして、危

惧される負のインパクトを回避すべきである。 
 

（５）自立発展性 
本プロジェクトの自立発展性は、以下のとおり期待される。 

・EPI 技術者や LHS を LHW の指導者として養成・再訓練し、また、保健医療従事者や地域

レベルでの指導者層の人材を啓発して、乳幼児の両親や後見人を指導してもらう。これら

の人材が主体性をもって他の住民や LHW への教育・指導に当たれるよう企図したものであ

り、本プロジェクトのオーナーシップ及び継続性を高めることが期待される。 
・北西辺境州において UNICEF が実施している LHW への研修では、主に UNICEF が予算を

支出している。UNICEF の研修予算には、LHS や LHW への日当・交通費、EPI 技術者や LHS
への燃料費などが含まれているが、LHW プログラムの州調整官補佐へのインタビュー調査

によれば、これらの予算支出は研修期間中のみであり、それ以降は北西辺境州政府の経常

予算から日当・交通費、燃料費などが支払われるとのことであった。今後、自立発展性を

促すためにも、LHW に関する経費が継続的に担保される経常予算で賄われるように、北西

辺境州政府の予算ルートを確認・確保する必要がある。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
 プロジェクト対象地域では、女性の自由な移動や家庭内での意思決定への参画が限られているこ

とから、母親が子どもに予防接種を受けさせるために外出することが難しく、結果として予防接種

率が低くとどまっていると考えられる。本プロジェクトでは、地域住民及び地域代表指導者などへ

の啓発活動を通じ、予防接種の有効性及び必要性への理解を広めるのみならず、子どもの健康を向

上させるうえで女性が果たす重要な役割についても理解を促す予定である。また、在郷コミュニテ

ィの女性を保健ワーカーとして育成し活用することにより、教育を受けたり職業につくこと自体が

難しい「パ」国女性に新たなロールモデルを提供するとともに、女性の社会的地位向上をも促すこ

とができると考えられる。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 
 特になし。 

 



８．今後の評価計画 
 2009 年８月頃 中間評価調査団派遣予定 
 2011 年６月頃 終了時評価調査団派遣予定 

 




