
評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ミャンマー連邦 案件名：主要感染症対策プロジェクト 

分野：保健・医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

協力金額（2007 年度末見込み）：4.7 億円 所管部署： 
人間開発部第四グループ 
（保健２）感染症対策チーム 

先方関係機関： ミャンマー保健省（ MOH）保健局

（DOH） 
  疾病対策課 

   国家エイズ対策プログラム

（NAP） 
   国 家 結 核 対 策 プ ロ グ ラ ム

（NTP） 

協力期間 （R/D）：2005 年１月

19 日～2010 年１月

18 日 

   国家マラリア対策プログラム

（NMCP） 
    国立衛生研究所（NHL） 

    国立血液センター（NBC） 

  日本側協力機関： 国立国際医療センター 

   財団法人結核予防会結核研究所 

   特定非営利活動法人災害人道医療支援

会 
  他の関連協力： 草の根・人間の安全保障無償（安全血

液、マラリア対策のための機材供与等）

１－１ 協力の背景と概要 
ミャンマーでは、HIV/エイズ、結核、マラリアが、患者数、死亡数の上位を占め、人々にと

っての大きな脅威となっている。 
HIV/エイズについては、若者を中心とした感染者が急速に蔓延する傾向を見せており、今後、

社会経済的な影響が甚大となる可能性が高い。国家エイズ対策プログラム（NAP）を担うチー

ムが保健省に設置されており、国連機関を通じた支援を受けつつ、対策を進めている。他方、

公衆衛生的な HIV/エイズ対策の経験を有する人的資源の不足や地方で対策にあたるエイズ・

性感染症チームリーダーの配置数が少ないことなどから、運営機能が弱体である。そのため、

対策プログラムの運営管理機能強化が早急に望まれている。また、献血における HIV スクリ

ーニングを含む血液検査体制の強化も必要とされており、他のドナーからの支援がほとんどな

いことからシステム構築が望まれている。 
ミャンマーにおける結核の患者数は、86,435 人（2005 年）と推定され、WHO によって世界

の結核高負担国 22 カ国の 15 位に位置づけられている。これまでミャンマー側の自助努力によ

り 90%の国民が直接監視下の短期化学療法（Directly Observed Treatment with Short-course 
chemotherapy：DOTS）を享受できるようになっているが、保健省及び州・管区レベルの運営

管理機能が弱く、DOTS の質的な改善、特に結核患者が集中している都市部（特に、ヤンゴン、

マンダレー管区）での強化が望まれている。また、結核患者発見率を維持・向上させるための
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結核検査精度管理についても継続的な強化が望まれている。 
マラリアの状況も同様に深刻であり、ミャンマーにおける死亡原因の第一位となっている。

公的医療施設で確認されたマラリア患者数は 538,110 人、死亡数は 1,647 人で、罹患率、死亡

率は各々9.51／千人、2.91／10 万人である（2006 年保健省統計）。WHO 南東アジア地域事務

所（SEARO）管轄地域において、罹患数は人口の多いインドが首位で、ミャンマーは 6.7%を

占めるに過ぎないが、死亡数では全体の約 50%がミャンマーより報告されている（2004 年 WHO
統計）。特に、医療サービスにアクセスできない国民が多いことが大きな課題とされ、早期診

断・早期治療が必須のマラリアという疾病にとって、この遅れは致命的なものとなっている。

近隣諸国との比較では、マラリアによる死亡者の割合が３～５倍にも達している。アクセスが

できない要因は、多くの場合、一次医療施設であるヘルスセンターへのアクセスが困難である

こと、医療スタッフ側からのアプローチであるアウトリーチ活動も予算的な制約から十分に実

施されていないこと等にある。このため、コミュニティーベースの早期診断・早期治療モデル

の構築が望まれている。 
これら３つの疾病に共通の課題として、予防対策のための啓発活動の弱さがあげられてい

る。国民に適切な知識を供給するための専門的な知識を有した人材の不足が喫緊の課題となっ

ており、三疾病対策全般にかかる課題として効率的に取り組む必要性があった。 
本プロジェクトは、上記のとおり、ミャンマーにおいて三大疾患とされているマラリア、HIV/

エイズ、結核を対象とし、国家プログラムに関わる行政・医療スタッフの技術力、運営能力の

向上を通して各疾患対策を強化し、将来的に罹患率・死亡率を低下させることをめざして、2005

年１月より５年間を協力期間として開始された。 
 

１－２ 協力内容 
１－２－１ HIV/エイズ 

国家エイズ対策プログラムを強化するため、全国の主要な保健医療施設を対象に、NBC
を中心として献血者選択システムの強化、NHL とともに検査施設に対する HIV 検査の強化、

NAP スタッフの能力強化を行う。 
 
（１）上位目標 

    HIV 感染が減少し、HIV/エイズとともに生きる人々の生活の質が向上する。 
 

（２）プロジェクト目標 
国家エイズ対策プログラム（NAP）が強化される。 

 
（３）アウトプット 

１．献血者選択システムと HIV 検査が強化される。 
２．安全血液と HIV 感染予防に関する正しい知識が対象人口の中で普及する。 
３．NAP の能力が向上する。 

 
１－２－２ 結 核 

国家結核対策プログラムを強化するため、ヤンゴン・マンダレー管区で結核対策に関わる

人材を対象に、プログラム運営管理能力の向上、結核検査業務の改善、コミュニティー参加

〔官民連携（PPP）活動〕・啓発活動の促進を行う。 
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（１）上位目標 
ミャンマーのプロジェクト地域において結核が公衆衛生上の課題でなくなる。 
 

（２）プロジェクト目標 
ヤンゴン・マンダレー管区における結核対策が改善される。 
 

（３）アウトプット 
１．結核対策に関するプログラム運営管理及び疫学データ管理の能力が向上する。 
２．結核検査業務が改善される。 
３．結核対策に関するモニタリング・監督指導能力が強化される。  
４．結核対策へのコミュニティー参加が促進される。 
５．結核対策のための啓発活動が促進される。 

 
１－２－３ マラリア 

国家マラリア対策プログラムを強化するため、東西バゴー管区の選定された地区（15 のタ

ウンシップ）において、地域社会に根ざしたマラリア対策プログラムを導入する。 
 
（１）上位目標 

マラリアの経済的負担が減少する。 
 

（２）プロジェクト目標 
国家マラリア対策プログラムが強化される。 

 
（３）アウトプット 

１．選定された地区に地域社会に根ざしたマラリア対策プログラムが効果的に導入される。

２．選定された地区において地域社会と保健施設の連携が改善される。 
３．流行の予防・管理体制が整備される。 
４．疫学分析の体制が改善される。 
５．地域的連携活動が強化される。 
６．オペレーショナルリサーチと応用実地研究がアウトプット達成に効果的に貢献する。

 
（４）投入（評価時点） 

＜全体＞ 
日本側：総投入額 4.7 億円（2007 年度末見込み）  

長期専門家派遣 ６名 機材供与 1,211,189 米ドル 
短期専門家派遣 22 名 ローカルコスト負担 572,402 米ドル 
研修員受入れ ３名  

ミャンマー側：  
カウンターパート配置 DOH、NAP、NHL、NBC、NTP、NMP/VBDC、バゴー管区マ

ラリア関係者 
土地・施設提供 プロジェクト事務所（ヤンゴン） 

１）プロジェクト運営管理および複数部門の情報・教育・伝達（IEC） 
日本側：  

長期専門家派遣 ４名 機材供与 30,837 米ドル 



短期専門家派遣 ２名 ローカルコスト負担 108,151 米ドル 
研修員受入れ １名 

ミャンマー側：  
カウンターパート配置 ３名（保健局） 
土地・施設提供 プロジェクト（マネジメント）事務所（保健省ヤンゴン庁舎内）

２）HIV/エイズ 
日本側：  

長期専門家派遣 １名 機材供与 826,255 米ドル 
短期専門家派遣 ３名 ローカルコスト負担 84,482 米ドル 
研修員受入れ １名 

ミャンマー側：  
カウンターパート配置 NAP、NHL、NBC 
土地・施設提供 プロジェクト（HIV/エイズ）事務所（NAP ヤンゴン庁舎内） 

３）結核 
日本側： 

ミャンマー人コンサルタント １名 機材供与 177,607 米ドル 
短期専門家派遣 ９名 ローカルコスト負担 188,066 米ドル 
研修員受入れ ０名 

ミャンマー側：  
カウンターパート配置 NTP  
土地・施設提供 プロジェクト（結核）事務所（NTP ヤンゴン庁舎内） 

４）マラリア 
日本側： 

長期専門家派遣 １名 機材供与 176,489 米ドル 
短期専門家派遣 ８名 ローカルコスト負担 191,703 米ドル 
研修員受入れ １名 

ミャンマー側：  
カウンターパート配置 NMP／昆虫媒介性疾病対策（VBDC）、 

バゴー管区、管区内タウンシップレベルのマラリア関係者 
土地・施設提供 プロジェクト（マラリア）事務所（VBDC ヤンゴン庁舎内） 

２．評価調査団の概要 

担当分野 氏名 所属・職位 

１．団長・総括 山下 良恵 JICA 人間開発部 第四グループ長 

２．エイズ対策 石田 裕 国立国際医療センター国際医療協力局 
派遣協力二課 派遣協力専門官 

３．結核対策 大菅 克知 （財）結核予防会結核研究所  
国際協力部 副部長・国際研修科長 

４．計画協力 衣斐 友美 JICA 人間開発部第４グループ 
感染症対策チーム 職員 

５．評価分析１ 鶴田 伸介 （株）地域計画連合 代表取締役 

調査者 

６．評価分析２ 田村 賢治 （株）地域計画連合 シニアプランナー 

調査期間 2007 年５月 29 日～６月 19 日（22 日間） 評価種類：中間評価 
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３．評価結果の概要 
３－１ 実績の確認 
（１）HIV/エイズ 

１）アウトプット１：献血者選択システムと HIV 検査が強化される。 
・献血者登録のためのコンピューターシステムが、ヤンゴン管区、マンダレー管区、

エーヤワーディ管区、カチン州の計４か所の基幹病院に導入された。 
・問診表による献血者選択システムが 62 か所の輸血銀行・部（ヤンゴン管区、エーヤ

ワーディ管区、マンダレー管区、カチン州）に導入された。 
 2004 年 2005 年 2006 年 

問診表による献血者選択シス

テムを導入した輸血銀行・部 
1 か所 29 か所 62 か所 

 
・現在 97 か所の検査室が HIV 検査の外部精度管理スキームに参加し、定期的に NHL

のモニタリングと指導を受けている。（ミャンマーの全検査室数は約 300 か所） 
外部精度管理スキーム下にある検査室数 

2004 年 2005 年 2006 年 

0 か所 65 か所 97 か所 

 
２）アウトプット２：安全血液と HIV 感染予防に関する正しい知識が対象人口の中で普

及する。 
・ IEC 教材は献血者をはじめとする一般向けに作成されており、HIV からの感染を防

止する安全血液や輸血に関する知識を普及するものである。 
・エイズ一般に関しては多くの啓発活動が見られるが、輸血は多くの援助機関があま

り注目していない分野であり、本プロジェクトはその点を補完するものである。 
・啓発活動の主な成果品は以下のとおりである。 

カレンダー付ポスター 2,000 部 
テレビスポット ２スポット 

 
３）アウトプット３：NAP の能力が向上する。 

・主としてエイズ／性感染症チームリーダーに対して、タイでの研修が行われた（受

講者計 36 名）。タイでの研修修了者によるミャンマー国内での研修への参加者は 27

名であった（2005 年）。 
・エイズ／性感染症チームリーダーから提出されたプロポーザルは計 13 本で、2006 年

には１本のプロポーザルの実施が開始された。 
・2005 年と 2006 年には HIV エイズ地域協力センタープロジェクト（タイ）の国際協

議委員会に NAP の代表が参加した。 
４）プロジェクト目標：国家エイズ対策プログラムが強化される。 

・プロジェクト目標は NAP の強化とされ、包括的であるが、本プロジェクトのアプロ

ーチは輸血による HIV 感染を防止することに主眼を置いている。 
・NBC の献血者における HIV 感染者の割合は、2002 年の約１％から 2006 年の約 0.5％

に減少している。本プロジェクトの支援によって他の輸血銀行・部でも感染率が半

減することが期待されている。 
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（２）結核 
１）アウトプット１：結核対策に関するプログラム運営管理及び疫学情報管理の能力が

向上する。 
・ NTP の建物、オフィス、その他の施設が改善され、疫学情報管理のためのコンピュ

ーターが導入された。 
・ NTP 職員の結核対策に関する能力は、結核有病率調査（ヤンゴン管区、マンダレー

管区（パイロット調査））、オペレーショナルリサーチ（外部精度管理、遅延分析等）、

研修コースなどの実施を通じて強化されつつある。 
・結核カウンセリングブックの最終原稿が完成した。また、一連のオペレーショナル

リサーチの結果の一部は国際会議で発表された。 
２）アウトプット２：結核検査業務が改善される。 

・結核検査室を対象とした研修コースが５回開催された。塗抹標本作成参考書が作成

され、検査技師に配布された。 
・国家結核レファレンスラボラトリーに検査機器等が供与され、機能が改善された。

顕微鏡（40 台）等が NTP オフィスや診断センターに供与された。 
・ヤンゴンとマンダレー管区で各 12 診断センターに新たな外部精度管理システムが導

入された。 
３）アウトプット３：結核対策に関するモニタリング・監督指導能力が強化される。 

・管区レベルの会議が各管区で２回開催された。また巡回指導は主に外部精度管理の

巡回指導とあわせて実施された。 
・関連スタッフが多忙であったことや車両が限られていたことがあり、管区レベルの

会議と巡回指導の両方とも不十分であった。管区レベルの会議が効率的に行われる

よう実施内容・方法を検討する必要がある。また、巡回指導を行うのに適した仕組

み（人材、財源）をミャンマー保健省が開発するべきことを提言した。 
４）アウトプット４：結核対策へのコミュニティー参加が促進される。 

・ヤンゴン管区 North Okkalapa タウンシップでは、2006 年 11 月から 2007 年４月にか

けて結核の疑いのある 159 名が民間医師から紹介された。マンダレー管区 Pyin Oo 
Lwin タウンシップでは、2007 年１月から同年４月にかけて結核の疑いのある 111 名

が民間医師から紹介された。 
・PPP を促進するために、新たに患者紹介票等各種様式が作成され、活用されている。

５）アウトプット５：結核対策のための啓発活動が促進される。 
・IEC 教材（認知度向上のためのポスター等）が作成され、世界結核デーや他の機会に

配布された。PPP のため、民間医師向けにガイドブック・パンフレットが作成された。

・結核教育ビデオが制作され、世界結核デーの際に使用された。 
・結核患者ケアブック、結核ナレッジブック等が作成され、DOTS を受けている結核患

者に配布された。 
６）プロジェクト目標：ヤンゴン・マンダレー管区における結核対策が改善される。 

・結核対策の実施状況を示す指標は下記のとおり。目標（患者発見率 70％以上、治癒

率 85％以上）を達成するためには、政府部門と民間部門が援助機関とともに継続的

に努力することが求められる。 
2005 年 ヤンゴン管区 マンダレー管区 

患者発見率 158％ 67％ 

治癒率 73％ 77％ 
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（３）マラリア 
１）アウトプット１：選定された地区に地域社会に根ざしたマラリア対策プログラムが

効果的に導入される。 
・基礎的な活動が実践され、地域社会に根ざした技術パッケージの原型が OakPho（オ

ポ）タウンシップで作成された。 
・末端における迅速診断・適正治療へのアクセスが改善され、病院でのマラリア死亡

率、各医療施設での患者数に減少が認められた。 
・OakPho タウンシップでは、保健医療施設へのアクセスが改善された（保健医療施設

に来院するマラリア疑い患者数が増加した）。 
・村落保健センター（RHC）での薬剤の在庫払底を回避するため、在庫管理（緩衝在

庫）システムが開発され、４タウンシップで適切に運用されている。 
２）アウトプット２：選定された地区において地域社会と保健施設の協力が改善する。 

・保健医療施設に来院するマラリア感染が疑われる患者数が、OakPho タウンシップで

増加しているのが観測された。 
・適切な紹介のための調査が患者記録分析に基づいて始められた。 

３）アウトプット３：流行の防止と管理の体制が確立される。 
・医療資機材の在庫管理システムが、抗マラリア剤の異常な使用を追跡することによ

って、突発流行の最初の兆候を発見するための指標の一つとしても活用できるよう

に開発された。 
・災害マップのためのベースマップが作成されつつある。 
・道路やダム建設のような大型開発プロジェクトの情報が収集されつつある。 

４）アウトプット４：疫学分析の体制が改善される。 
・2004 年に WHO と協力して実施された国内での地理情報システム（GIS）研修に引き

続き、WHO と提携して GIS 機材をすべての VBDC チームに提供した。 
・すべての VBDC チームリーダーのため、GIS 研修が 2005 年、VBDC オフィスで行わ

れた。 
５）アウトプット５：地域的連携活動が強化される。 

・国際外部評価が 2005 年に実施された。 
・ 開発パートナーによって開催された各種の IECプロジェクトミーティングに参加し、

プロジェクトの情報・経験の提供を行った。 
６）アウトプット６：オペレーショナルリサーチと応用実地研究がアウトプット達成に

効果的に貢献する。 
１．殺虫剤処理済み蚊帳と同効果持続型蚊帳の現場での効果持続性 
２．森林労働者のための殺虫剤処理毛布を用いた感染予防効果 
３．マラリア薬の品質管理 
４．顕微鏡検査精度管理 
５．村人の受療行動 
６．保健医療施設における症例管理の改善 

７）プロジェクト目標：国家マラリア対策が強化される。 
・プロジェクトは、Community Based Approach（地域社会に根ざした手法）－マラリア

抑制にとって不可欠なアプローチ－によって実践された。初めは OakPho タウンシッ

プをパイロット地区とし、その後、合計 15 のタウンシップに拡大された。プロジェ

クトは、国家マラリア対策の戦略・ガイドラインに対するインパクトを与え、貢献

する方向に向かって進展しつつある。 
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３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

以下の観点から、本プロジェクトの妥当性は高い。 
本プロジェクトが取り組む主要３感染症はミャンマー政府にとって最も深刻な課題と

認識されているものであり、本プロジェクトは同国のニーズに整合している。保健省発行

の「Health in Myanmar 2006」によると、ミャンマーの国家保健計画において、エイズは優

先疾病の一つであり、結核は第２の優先疾病、マラリアは最重要疾病の一つである。HIV/
エイズは複数のドナーに支援されているが、その中で安全血液は比較的注目されていない

分野であり、本プロジェクトはそのギャップを埋めるものである。 
また、本プロジェクトの直接的な協力対象は、ミャンマー政府の３疾患対策の中枢機関

である。 
ミャンマーに対する日本政府の協力方針は、ベーシックヒューマンニーズあるいは人間

の安全保障に焦点を当てたものであり、本プロジェクトの協力内容はこれに合致してい

る。日本政府は 2000 年に沖縄感染症対策イニシアチブを発表し、本プロジェクトは同イ

ニシアチブの一環として形成された。また本プロジェクトはミレニアム開発目標とも合致

している。 
 
（２）有効性 

３疾病対策ともプロジェクト目標には達していないが、目標に向けた進捗と本プロジェ

クトの有効性が認められた。本プロジェクトの活動には多数の医師及び検査技師が使命感

をもって参加し、さらに、地域レベルにおける基礎保健スタッフも当事者意識をもち、積

極的にプロジェクト活動に参加していることが有効性を高めている。 
首都移転に伴う不便さの発生及びプロジェクト関係者の出張に要する許可手続が、プロ

ジェクト運営の負荷を増している。また、輸送手段すなわち車両の不足もみられ、これら

が本プロジェクトの活動を制約する場面が生じている。 
一方、世界エイズ・結核・マラリア対策基金（GFATM）が撤退し、その代わりとなる

援助が限られる中、特に感染症対策に必須の薬剤・医療資機材の確保が大きな問題となっ

てきている。 
 
（３）効率性 

以下の観点から、本プロジェクトには一定の効率性が認められる。 
HIV/エイズ対策について、コンピューターの導入は大規模病院に限られていること、ま

た献血者選択に要する物的ツールは問診表のみであること、さらに HIV 検査キットは国

際的な標準セットで高価なものではないことなど、費用面で効率的なアプローチが取られ

ている。マラリア対策における Micro-stratification（地区詳細層別化）により、マラリア抑

制資機材（蚊帳等）を戦略的に選択された地域に集中して配布することが可能となり、投

入量を最小に抑えることができるようになったことから、効率性の高い取り組みといえ

る。 
本プロジェクトでは短期専門家派遣とワークショップや巡回指導のプログラムを適切

に組み合わせて実施している。また、供与機材は十分利用されているとともに注意深く適

切に取り扱われていると見受けられた。本プロジェクトによる供与機材が他の援助機関か

らの投入と相互補完的に機能している場合（結核）も見受けられた。 
本プロジェクトと WHO をはじめとする他の援助機関との間の密接な連携は本プロジェ

クトの効率性を高めている。ただし、HIV/エイズ対策における NAP、NHL、NBC 間の調
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整や、HIV/エイズと結核やマラリアとの間の調整は今後の課題となっている。 
 

（４）インパクト 
本プロジェクトによって開発された各種のシステムはすでに対象地域以外の諸地区で

導入されており、国家システムに組み込まれつつある。このような例としては結核分野に

おける啓発活動や結核検査の外部精度管理の拡大があげられる。また、他の援助機関が取

り入れる場合もみられる。マラリア対策における、地域社会に根ざしたプロジェクトの手

法は、UNICEF の 80 タウンシップをはじめ、他の開発パートナーによって各地に広げら

れている。 
 
（５）自立発展性 

以下の観点から、本プロジェクトには一定の自立発展性が認められる。 
本プロジェクトのカウンターパート機関は各疾病に対応した国家プログラムであり、プ

ロジェクトの活動は国家制度に組み込まれつつある。また概してミャンマーの保健省関係

者の職場への定着率は高いこともあり、本プロジェクトが支援している組織体制及び人的

資源はプロジェクト終了後も持続する可能性が高いと考えられる。 
予算が限られている中でも、感染症対策にあたる担当官や医療従事者は努力を重ねサー

ビス提供に尽力している。本プロジェクトの成果を発展させるためには、更なる財源確保

のため継続的な努力が必要である。 
職員によっては業務の負担が大きいという問題はあるが、技術移転の前提となる能力を

もったスタッフが配置されており技術面での自立発展性は高いといえる。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 

・本プロジェクトは国家プログラムの一環として活動している。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

・ 本プロジェクトの活動に多数の医師、検査技師をはじめとする関係者が使命感をもって

参加している。 
・ 本プロジェクトは WHO をはじめとする他の援助機関と密接に連携して活動している。

 
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 

・ 当初プロジェクト・デザイン・マトリクス（PDM）における部分的な不備・混乱があっ

た。実際上の問題は認められていないが、今般の中間評価調査時に整理を行い、PDM
改訂版の提案を行った。 

 
（２）実施プロセスに関すること 

・ 中心的なスタッフの中には仕事の負荷が非常に大きい者もみられる。また、巡回指導の

ための予算や車両が不足している。 
・ GFATM が撤退し、その代わりとなる援助が限られる中、特に感染症対策に必須の薬剤・

医療資機材の確保が大きな問題となってきている。 
・ 首都移転に伴う不便さの発生及びプロジェクト関係者の出張に要する許可手続がプロ

ジェクト運営の負荷を増している。この点は、ミャンマー政府の方針によるものであり、
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引き続き改善を要望していくが、抜本的な改善は困難なため、可能な範囲でプロジェク

トチームが工夫して対応していかざるを得ない。 
 

３－５ 結 論 
プロジェクトは、おおむね計画を達成し、成果を上げていることが確認された。 
HIV/エイズ対策については、献血者登録・選択制度が着実に導入され、HIV 検査の外部精度

管理制度も拡大され、NAP の能力強化も図られてきている。今後は、一定程度まで制度を拡大

した後、その定着を図ることが必要である。 
結核対策においては、プログラム運営管理能力の向上、結核検査外部精度管理の導入、PPP

活動の試行が行われてきた。今後は、活動の継続とともに、巡回指導体制の改善が必要である。

マラリア対策に関しては、「地域社会に根ざした治療・予防技術パッケージ」の基礎ができつ

つある。今後は、これを他地域にも普及しやすいものとして完成させることに注力すべきであ

る。 
３疾病に共通して、治療薬や検査キットなどの継続的な供給がプロジェクトの実績に貢献し

てきたことが確認される一方、今後の安定供給が課題となっている。 
 
３－６ 提 言 

３－６－１ HIV/エイズ 
＜ミャンマー保健省・JICA に対し＞ 
（１）HIV/エイズに関する協力の対象地域は、ヤンゴン管区と選定された州・管区を含む、

国家戦略において優先されている地域に整合させるべきである。 
 

（２）献血者選別及び献血者登録のシステム導入の拡大については、プロジェクトの４年目

（2008 年）まで実施するべきである。最終５年目（2009 年）は、対象地域において導

入されたシステムのフォローアップ及びアセスメントにあてるべきである。 
 

（３）巡回指導を伴う外部精度管理は、制度に参加している病院及びエイズ・性感染症クリ

ニックの検査室に対して継続して実施するべきである。この制度は年間約 30 ヶ所ずつ

対象の検査室を拡大する予定である。 
 

（４）エイズ・性感染症チームリーダーのマネジメント能力については、限定した数の小規

模プロジェクトを実施し、彼らの間でその経験や教訓を共有することによって強化する

べきである。 
 

＜ミャンマー保健省に対し＞ 
（５）血液安全プログラムの実施を強化するため、NAP の主導により、HIV に対する血液安

全に関するテーマ別調整会議（安全血液グループ）を HIV/エイズの技術戦略グループの

下に組織すべきである。会議のメンバーには、関連する国連機関、JICA、NHL、NBC
を含めるべきである。 

 
３－６－２ 結 核 
＜ミャンマー保健省に対し＞ 
（１）プロジェクトサイトのモデル地域以外に外部精度管理システムを拡大するためには、

検査室に対して確実に巡回指導を行うべきである。 
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（２）プロジェクトサイトにおいて、巡回指導を行うのに適した仕組み（人材、財源）を開

発するべきである。 
 
＜JICA に対し＞ 
（３）NTP の管理のもと、結核のプロジェクト事務所は現在の場所にとどまり、NTP に対し

て支援を行う。 
 

（４）全国有病率調査を実施するため、開発パートナーとの連携により、技術的支援を行う

べきである。 
 

（５）プロジェクトサイトにおける PPP 活動のモニタリング方法を開発するべきである。 
 

（６）ヤンゴン・マンダレー管区における結核対策の実施状況を良好に維持するため、ヤン

ゴン・マンダレー管区以外の DOTS や外部精度管理のパフォーマンスが低い州・管区に

対する中央からの巡回指導について、支援を行うことを検討すべきである。 
 

３－６－３ マラリア 
＜ミャンマー保健省・JICA に対し＞ 
（１）プロジェクト協力期間の約半分の期間が経過しているため、いまだ完全には実施され

ていない各活動に期待されるインパクトの大きさを考慮すると、「地域社会に根ざした

マラリア治療・予防技術パッケージ」（以下、「パッケージ」と記す）を完成させること

に集中して取り組むべきである。 
 

（２）パッケージは、プロジェクト対象地域のみならず他のマラリア汚染コミュニティーに

おいても導入しやすく、効果的で、また持続するものであるべきである。 
 

（３）プロジェクトの対象地域は、引き続き東・西バゴー管区とすべきである。なぜなら、

東・西バゴー管区の 15 タウンシップで実施されているパイロット活動から得られたア

イデアや教訓を反映して、現在進行中のパッケージ開発を完了させることの方がより優

先度が高いためである。 
 

（４）プロジェクトにおいて開発・実施され、効果的であると証明されてきたシステムや活

動は、広く拡大されるべきである。国内 NGO や国際 NGO、国連機関とのパートナーシ

ップ、関係省庁との分野横断的な技術的連携を積極的に求めるべきである。 
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