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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 18 年 11 月 9 日 

担当部：人間開発部 母子保健チーム 

１．案件名 

ニジェール共和国  マラリア対策支援プロジェクト 

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 

 本プロジェクトは、対象地域であるドッソ州ボボイ県のコミュニティレベルにおけるマラリア対

策のモデルを構築することを目的とする。これを達成するために、(i)地域住民のマラリア治療への

アクセス改善およびマラリア予防促進を行うための保健委員会（COSAN）および学校保健の活性化、

(ii)医療スタッフによるマラリア治療の質向上、(iii)医療施設がない地域住民のマラリア治療アク

セス改善、(iv)コミュニティにおいてマラリア対策を実施する県保健局（DDSP）の体制強化、の 4

点にかかる支援を実施する。 

（２） 協力期間 

    2007 年 2 月－2010 年 1 月（予定） 

（３） 協力総額（日本側） 

約 2.6 億円 

（４） 協力相手先機関 

保健省国家マラリア対策プログラム（PNLP） 

ドッソ州保健局（DRSP Dosso） 

ドッソ州ボボイ県保健局（DDSP Boboye） 

（５） 国内協力機関 

なし 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

ニジェール共和国ドッソ州ボボイ県住民（人口 299,775 人、2006 年） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

ニジェールの人口は約 1,197 万人であり、5歳未満児死亡率は 259（対出生 1,000）、妊産婦死亡率

は 1,600（対出生 10 万）と、世界で最も当該死亡率の高い国の 1 つである。高死亡率の原因はマラ

リア、呼吸器疾患、下痢症疾患が挙げられるが、特にマラリアは主要疾病の 1 位であり、そのほと

んどがマラリアの中で最も死亡率の高い種類である熱帯性マラリアである。（マラリア罹患率：全国

平均 罹患率 60.47％、死亡率 0.23％ 2005 年） 

 プロジェクトサイトとなるドッソ州ボボイ県は首都ニアメの南東部 100km に位置し、面積

4,420km2、人口 299,775 人であり、県内のマラリア罹患率（2000－2005 年）は全国平均・ドッソ州

平均を上回り、2005 年度は罹患率 86.62％、死亡率は 0.21％と高い率を示している。（ドッソ州平均

罹患率 74.19％、死亡率 0.25％）ただし、これらのデータは医療施設を利用できない村落のマラリ

アに関する状況を反映していないため、実際の罹患率・死亡率はこれ以上であると推測されている。
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ボボイ県には、県病院が 1ヵ所、看護師、助産師が活動する総合保健センター（CSI）が 18 ヶ所、

コミュニティヘルスワーカー（ASC）が活動する保健小屋（CS）が 60 ヶ所（うち 46 ヵ所が機能）が

設置されている。ボボイ県には 432 の村が存在しているが、CSI の住民カバー率は 44%、CS について

は 57%である。そのため医療施設のない、すなわちマラリアに罹患しても医療サービスへのアクセス

が困難な村も依然として多い。 

これまでわが国が実施したマラリア対策関連の協力としては、2003 年度無償資金協力「マラリア・

呼吸器疾患・下痢症対策強化計画」や 2003 年～2005 年度の医療特別機材供与を通じた蚊帳、殺虫剤、

検査機材等の供与、青年海外協力隊の感染症対策隊員派遣や学校保健プログラムが実施されている。

 無償資金協力によりボボイ県にも１万帳の蚊帳、特別機材供与によりドッソ州に 3,500 帳の蚊帳

が供与され、2005 年からは青年海外協力隊の感染症対策隊員がボボイ県の保健局と共に地域住民に

対してマラリア予防啓発活動等を実施している。 

 

ボボイ県のコミュニティにおけるマラリア対策の問題点としては、本来コミュニティで住民に対

する啓発を実施すべき保健委員会（COSAN）が機能していないこと、医療サービスへのアクセスが困

難であるため住民の知識が十分でなくマラリア予防活動を十分に行っていないこと、医療スタッフ

の人員不足、研修不足から質の高い治療を受けることが困難であること、などが挙げられる。 

これらの背景からニジェール政府は我が国に対して技術協力プロジェクト「マラリア対策支援プ

ロジェクト」を要請し、2006 年 7 月に事前評価調査が実施された。本プロジェクトでは既存の人材

や地域組織、学校と連携したマラリア予防対策を強化すると共に、地域で活動する保健ボランティ

アの育成、医療スタッフの治療の質の向上とこれらの活動を取りまとめる県保健局の能力向上を目

指したコミュニティにおけるマラリア対策のモデルを構築することを目的とする。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

ニジェールの保健政策において、マラリア対策は非常に高い優先順位を与えられているといえる。

ニジェール保健分野の長期指針である「21 世紀最初の 10 年における保健開発戦略指針 2002-2011」

には、12 項目ある目標の 1つとして「マラリア、ワクチンで予防可能な感染症、慢性疾患の罹患率・

死亡率を大きく低下させる」ことを掲げており、そのための戦略「各種疾病対策の強化」の第一番

目に「ロールバックマラリア（RBM）の実施促進」を掲げている。また、現在実施中の「保健開発 5

カ年計画 2005-2010」においても、「計画終了時までにマラリア、下痢症、急性呼吸器感染症、住血

吸虫症の罹患率・死亡率を 30%低下させる」ことを目標の 1つとして示している。 

 「国家マラリア対策戦略計画 2006-2010」においては、クロロキン耐性に対応するためアルテミシ

ニンをベースとする多剤療法（ACT）やサルファドキシン・ピリメタミン剤を使用した妊産婦に対す

る IPT（予防のために抗マラリア薬を定期的に内服する間欠予防治療）など、新しい医薬品を使用す

るマラリア対策活動が中心となっており、マラリア治療や妊産婦のマラリア予防の予算が大きな割

合を占める。また、コミュニティにおける活動においても従来の予防や啓発、薬剤処理された蚊帳

の使用推進に加えて、CSI スタッフや ASC に対するトレーニングを重要視している。 

（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付け（プログラムにおける位

置付け） 
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JICA のニジェールに対する協力のローリングプランにおいて、保健･医療分野は教育とともに最重

要開発課題である。マラリア対策は基礎保健の充実を目指すために掲げられた「感染症・寄生虫対

策の強化プログラム」の中に位置づけられており、本プロジェクトは人間の安全保障のコンセプト

に沿った貧困層に対してのアプローチも含まれている。 

 

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 

プロジェクト目標 

ボボイ県におけるマラリア対策を強化するためにコミュニティベースのマラリア対策モデルが

確立される。 

指標 

・公正な選挙で選出され、機能している COSAN 数が増加する。 

  ・マラリア予防活動に参加している世帯の割合が増加する。 

・10 のパイロット村で活動している地域保健ボランティア（ASV）数 

・コミュニティベースの住民参加型マラリア対策に関するガイドラインの策定 

 

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 

上位目標 

ボボイ県のマラリア罹患率、死亡率が減少する。 

指標 

ボボイ県におけるマラリア症例数および死亡数の減少 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

成果１ 

パイロット COSAN と学校運営委員会（COGES）のマラリア対策活動計画及び実施に係る能力が

強化される。 

指標 

・ 研修を受けた COSAN や学校 COGES のメンバーの割合が増加する。 

・ COSAN や学校 COGES によって作成された活動計画の数が増加する。 

・ 実施されたマラリア対策活動の数が増加する。 

・ マラリア予防に関する啓発活動を実施している学校の数が増加する。 

活動 

1-1 10 のパイロット COSAN を選出する。 

1-2 COSAN に関するベースライン調査を実施する。 

1-3 CSI、CS および ASV 育成対象村の COSAN メンバー選出のための選挙を促進する。 

1-4 COSAN メンバーの能力強化向上研修を実施する。 
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1-5 ASC や ASV と連携した COSAN によるコミュニティでのマラリア対策活動を促進する。 

1-6 CS と CSI 間のマラリア患者のリファラルシステムを確立するために、COSAN や学校を強化

する。 

1-7 CS 向け基本的医薬品のストックを確保するために COSAN を支援する。 

1-8 県保健局による COSAN の活動モニタリングシステムを確立する。 

1-9 各 COSAN による活動報告会の開催支援を行う。 

1-10 COSAN の活動強化のためのガイドラインを作成する。 

1-11 COSAN や学校 COGES を通じて、他分野のコミュニティ組織の基で実施されるマラリア予防

活動を促進する。 

1-12 県保健区の小学校でマラリア予防に関する教育教材を導入する。 

1-13 教師に対する啓発教材使用、啓発手法に関する研修を行う。 

1-14 学校でのマラリア予防活動のフォローアップ支援を実施する。 

成果 2 

保健医療スタッフ（看護師・助産師・ASC）によるマラリア治療ケアの質が向上する。 

指標 

・ マラリア治癒率が増加し、死亡率が減少する。 

・ マラリアガイドラインに沿って適切に治療が出来る医療スタッフの割合が増加する。 

・ 研修を受けた医療スタッフの数が増加する。 

活動 

2-1 県病院、CSI、CS スタッフの、マラリア治療・予防に関するフォローアップ研修のニーズ

を調査する。 

2-2 県保健局の医療スタッフに対するフォローアップ研修の計画・実施を改善する。 

2-3 県病院、CSI、CS の医療スタッフを対象としたマラリア対策（マラリア治療、予防、啓発

技術等）に関するフォローアップ研修のマニュアルおよびモジュールを作成する。 

2-4 医療スタッフを対象としたマラリア対策に関するフォローアップ研修を実施する。 

2-5 フォローアップ研修を受けた医療スタッフに対するモニタリングを実施する。 

2-6 CSI において ASC と ACV を対象とした「マラリア症例検討会」を開催する。 

 

成果３ 

CS、CSI のない 10 のパイロット村における ASV の育成によって、住民のマラリア治療へのアク

セスが改善する。 

指標 

・ パイロット村で育成された ASV の数が増加する。 

・ 薬剤を常備している ASV の割合が増加する。 

・ ASV によって処方された薬剤の数が増加する。 

・ ASV の治療を受けたマラリア患者数が増加する。 

活動 

3-1  ASV の研修モジュールを作成する。 
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3-2 ASV を育成するために CS、CSI の存在しない 10 のモデル村を選定する。 

3-3 選出された村の中で ASV の選挙を促進する。 

3-4 選出された ASV の育成研修を行う。 

  （クロロキンによるマラリア治療、予防方法、リファー判断、啓発手法、蚊帳・薬剤管理方法、

環境整備、予算管理方法など） 

3-5 ASV のモニタリング・評価システムを確立する。 

3-6 ASV の選出、育成研修、フォローアップに関するガイドを作成する。 

 

成果４ 

コミュニティマラリア対策に係る県保健局の活動計画、実施能力が強化される。 

指標 

・ マラリア対策に関する活動計画策定と実施に関する研修を受けた県保健局のスタッフの数

が増加する。 

・ マラリア対策に関する研修の数が増加する。 

・ 県保健局による CSI、CS、COSAN のモニタリング回数が増加する。      

 

活動 

4-1 県保健局、CSI 長等を対象に、医療スタッフ・ASV・COSAN の研修及びモニタリング方法に

関する研修を実施する。 

4-2 蚊帳の再浸潤作業、薬剤、蚊帳の使用状況に関するモニタリングシステムを改善する。 

4-3 コミュニティのマラリア罹患・死亡データ収集管理方法を改善する。 

4-4 マラリア対策計画と実施能力の向上に向けモニタリング結果を評価する。  

4-5 プロジェクト実施の結果と経験を基にコミュニティマラリア対策ガイドラインを作成す

る。 

4-6 プロジェクト進捗状況および成果のモニタリング・評価のため合同調整委員会を開催す

る。 

4-7 コミュニティレベルにおけるプロジェクト進捗・モニタリングのために技術委員会を開催

する。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側 

専門家派遣（チーフアドバイザー/マラリア対策、業務調整/予防活動・研修計画、 

住民組織強化/ 参加型アプローチ、マラリア看護教育、IEC/住民啓発 など） 

供与機材（車輌、バイク、啓発用資機材、研修用資機材、パソコン など） 

その他（研修経費、ガイドライン作成費、啓発教材開発費、保健ボランティア（ASV）活動

開始経費、現地 NGO 委託費など） 

② ニジェール国側 

カウンターパート、必要となるベースライン調査費用、JICA 専門家用事務所、事務用家具、
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研修用施設、施設維持管理費など 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

・ACT、IPT 用医薬品、テストキットが予定どおりに調達される。 

・COSAN の法的位置づけが変更されない。 

・診療費回収システム（RC）に関する政策が揺るがない。 

・フォローアップ研修を受けた医療従事者、育成された保健ボランティアが活動をやめない。 

・異常気象、自然災害が起こらない。 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

以下の理由により、本プロジェクトの妥当性は非常に高いと評価される。 

ニジェールにおいて、マラリアは罹患率・死亡率の第 1 位であり、その対策はニジェール国民が

健康な生活を送るためにも不可欠な要素である。ニジェール保健分野の長期指針や 5 カ年計画にお

いても、マラリアの罹患率・死亡率を下げることは目標の一つであり、マラリア対策の強化は最重

要課題として扱われている。そのため本プロジェクトは、ニジェールの保健政策において優先度の

最も高い問題に取り組むものである。 

マラリア対策に関しマラリア対策局（PNLP）は 2001 年から国家マラリア戦略計画を実施している

が、ニジェールには医療施設へのアクセスが困難なコミュニティが多数存在し、この様な地域の住

民は予防に関する情報も良質な治療サービスも得るのが困難とされている。そのため医療カバー率

の低い地域の住民は、最もマラリア罹患リスクの高い状況にさらされているといえる。 

本プロジェクトはコミュニティレベルのマラリア対策モデルを構築することを目的とするもので

あるが、現在コミュニティレベルでマラリア対策に関する技術協力に取り組んでいるドナーはほと

んどないことから、このような住民に対する支援は、マラリア対策ニーズの最も高いものであると

評価される。 

本プロジェクトサイトとなるボボイ県は、マラリア罹患率が全国でアガデス州、ニアメ特別市に

次いで高いドッソ州の中でも、特に罹患率の高い県である（全国 60.47、ドッソ州 74.19、ボボイ県

86.62）。また、患者の半数以上は 5 歳未満児であり、プロジェクト実施のニーズは十分に高い。ま

た首都に近く、コミュニティにおけるマラリア対策モデルに関する政策提言の面でインパクトが見

込める。 

本プロジェクトでは、コミュニティレベルにおけるマラリア対策の拠点として、COSAN が重要な役

割を果たすことを期待しており、コミュニティで保健活動を担う COSAN の強化は既存のリソースを

活用することからも妥当性が高いといえる。 

現在ボボイ県において十分に機能しているとはいえない COSAN がどのような理由で機能しないの

か、COSAN を取り巻く各村の社会経済構造はどのようなものか等を調査して問題を把握することによ

り、現実に即した対応をとることが必要である。本プロジェクトでは既存の COSAN に関するベース

ライン調査を実施することにより、より効果的な COSAN 活性化のアプローチをとることが可能であ

る。 

（２） 有効性 
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本プロジェクトは以下の理由から有効性が見込まれる。 

マラリア対策モデル確立のためには予防・治療双方に取り組む必要があり、本プロジェクトもコ

ミュニティレベルでのマラリア予防・治療に総合的に取り組むアプローチとなっている。これに関

し、治療については、ACT 導入を念頭に入れた CS や CSI で従事する看護師・助産師・ASC の能力向

上、医療施設のない村での治療へのアクセス確保等、コミュニティでの治療改善に取り組む。予防

については COSAN の強化を通じコミュニティでの保健活動、啓発活動を展開していく。また、末端

レベルでの活動を支持するために、医療施設のない村を含めたコミュニティのマラリア予防・治療

活動を県保健局が適切にモニタリング、フォローアップできるようなシステムを構築することを想

定している。住民の発意による活動を行政が一定の基準をもって支持・拡大していくことにより現

地の実情に沿った協力の展開が可能である。さらに、COSAN を取り巻く状況・問題点、村レベルの社

会経済構造や住民の受診行動を事前に分析することにより、よりコミュニティの現実に即したプロ

ジェクト活動を実施することが可能であり、コミュニティにおける治療、予防双方に有効性が見込

まれる。 

（３） 効率性 

 以下の理由により、本プロジェクトは効率的な実施が期待できる。 

本プロジェクトは、同じニジェールで成果を残している技術協力プロジェクト「住民参画型学校

運営改善計画プロジェクト」や協力隊グループ派遣「ドッソ学校保健プログラム」の手法・教材を

活用し、相乗的な援助効果を高めることが期待される。マラリア対策を学習テーマに取り入れてい

る教員用教材や啓発紙芝居はすでに利用可能であり、「住民参画型学校運営改善計画プロジェクト」

で実施された手法（例えば、COGES メンバーの選挙実施に関する研修などを応用する際にはローカル

コンサルタントを活用、既存の学校保健委員会の強化や地域住民・グループの活動への巻き込み等）

の経験活用が可能である。また、マラリアの専門に関しても必要に応じてニジェール国内にいる WHO、

UNICEF 等の協力を得ることが期待できる。このように、地元リソースを活用したプロジェクト運営

によって活動の持続性と低コストによる現状の改善が可能と考えられることから、本プロジェクト

の効率性が見込まれる。 

蚊帳に関しては 2005 年にグローバルファンドから約 240 万帳がニジェール全国に無料配布されて

おり、ボボイ県においては CSI から上位施設へのリファラルシステム構築に関してもベルギーによ

る支援が行われている。これら既存の成果を生かしながら本プロジェクトを実施することを想定し

ており、効率性を高めうる要因として考えることができる。 

（４） インパクト 

本プロジェクトの合同調整委員会や運営技術委員会におけるプロジェクト成果やコミュニティマ

ラリア対策活動の経験の報告を通じて、ドッソ州全体にボボイ県でのモデルが拡大することが期待

される。ニジェール国保健省も本プロジェクトで策定するモデルを将来的には国全体で活用したい

との意向を示している。本プロジェクトでは医療施設や医療スタッフのいない地域も対象としてい

るため、ボボイ県内の医療サービスに対するアクセスに関する地域間格差是正に貢献することも期

待できる。 

 

（５） 自立発展性 
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本プロジェクトによる効果は以下の理由から自立発展性が高いものと見込まれる。 

ニジェールの保健分野は、その事業予算の多くをドナーの資金に頼っているが、本プロジェクト

は既存のリソースを活用・強化することで現状の改善を期待するものであり、ニジェール自身の予

算の範囲内で持続していけるような内容としていくことを想定している。ガイドライン作成によっ

てコミュニティにおけるマラリア対策のノウハウを制度として残すことにより、他県への普及を念

頭においている。また、プロジェクト終了後も活動が継続されるよう県保健局のマラリア対策運営

能力向上にも取り組んでいくことでニジェール側の主体性及び自立発展性を高めることを想定して

いる。 

本プロジェクトでは COSAN の強化や学校保健において住民自身によるマラリア対策活動が促進さ

れ継続されることが期待されているが、保健省や WHO でもコミュニティにおけるマラリア対策には

COSAN の強化が効果的であるとの見解を示しており、プロジェクト終了後もニジェール政府がプロジ

ェクトで得た成果を継続・発展させていく可能性は高い。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

貧困問題に関して、本プロジェクトの外部要因としては、診療費負担の問題がある。ニジェール

政府は 5歳未満児と妊産婦検診、帝王切開、栄養失調に関する医療費無料政策を発表し、2005 年 12

月から帝王切開のみ開始されている（その他の開始時期は未定）。また、ACT にかかる患者負担につ

いては、クロロキン治療と同額（500FCFA）とする方針が出されており、これらの動向は注意深く見

守っていく必要がある。 

妊産婦はマラリア予防活動の重要なターゲットであり、健診の際に予防薬を内服する間欠予防治

療などを実施する際は妊産婦検診の受診状況を明確にし、必要に応じてボボイ県のリプロダクティ

ブヘルス活動との連携を考えることも必要である。またジェンダーによって医療施設へのアクセス

に関して問題が生じていないか（女性の経済力の低さ、自己決定権の有無など）を確認し、啓発活

動を通じて女性や子どもがマラリア予防の一番のターゲットであることを伝える配慮が必要であ

る。COSAN の構成員や ASV の選出に関しては、社会進出の場を提供することも考慮し、家族の健康問

題に関心があり、保健活動を継続する割合が高く、また、村に残ることの多い女性を必ず含めると

いったジェンダー配慮が重要である。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

同じニジェールで実施されている「住民参画型学校運営改善計画プロジェクト」および「ドッソ

学校保健プログラム」における住民主体の活動は、学校運営委員会（COGES）の運営手法、民主的な

選挙の実施などで成功しており、本プロジェクトの COSAN 活性化や、村単位で ASV を支える組織づ

くり、学校保健の活性化に大いに参考になる。また、「ドッソ学校保健」で作成された保健教育教材

は基礎的な学習テーマとしてマラリアを含み、ボボイ県の小学校でも活用可能なものである。 

 

 

８．今後の評価計画 

運営指導調査 2008 年 6月頃  
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（中間評価については実施しない予定であるが、運営指導調査を実施し必要に応じて PDM の見直し

を行う） 

終了時評価  2009 年 8月頃  

事後評価   協力終了後 3年をめどに実施 

 
 


