
 

評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要  

国名：アフガニスタン国 案件名：結核対策プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力 

所轄部署：人間開発部 第三グループ 保険行政チーム 協力金額：169,115,000 円 

先方関係機関：公衆衛生省国家結核対策

プログラム、国立結核研究所 

日本側協力期間：５年間 

協力期間 （R/D）：2004 年９月２日から５年間

研修等受入協力：（財）結核予防会 結核

研究所 

１－１ 協力の背景と概要 

1979 年のソ連（当時）の侵攻以降 23 年間に及ぶ内戦後、復興支援プロセスが進展するに

従い、我が国を含むドナー及び国際機関による調査の結果、現在アフガニスタン国（以下、

「ア国」と記す）は世界で も保健状況の劣悪な国のひとつであることが判明している。

特に、ア国の死亡要因の第一位は感染症であり、その中でも結核が大きな割合を占めてい

る。ア国において結核は貧困層により大きな負担をもたらしており、人間の安全保障の観

点からも重大な疾病である。 

ア国政府は、国家結核対策プログラム（National Tuberculosis Control Program：NTP）本

部を公衆衛生省内に設置し、全国の結核対策に係るガイドラインの策定や推進を行う一方

で、全国・地方レベルの結核対策要員（検査技師・対策官）の研修を通し結核対策関連の

人材育成を推進している。 

内戦前の経緯にさかのぼると、我が国は 1974 年からプロジェクト方式技術協力を開始、

1979 年には無償資金協力にて国立結核研究所（National Tuberculosis Institute：NTI）を建設

した。ア国は 1994 年より結核治療の手段として WHO が世界的に推奨している DOTS
（Directly Observed Treatment, Short-course：直接監視下による短期化学療法）の拡大を決

定しており、DOTS 普及を通じ、結核有病率及び結核による死亡率を下げることを目指して

いる。 

本プロジェクトは、他ドナーや NGO との連携を行いつつ、NTP の強化を通じて「全国に

おいて DOTS を用いた質の高い結核治療サービスを利用可能にすること」をプロジェクト

目的として、2004 年９月より開始された。2005 年 11 月には運営指導調査団を派遣し、プ

ロジェクトの進捗状況や、NTP の組織改編などの現地体制変化を確認し、PDM の整理を行

った。その結果、結核検査分野への協力をひとつのエントリーポイントとしつつ、モデル

地域（バルフ州、カブール州）における DOTS の確立を行うとともに中央レベル（NTP）で

は国家結核対策戦略やガイドライン、年間計画の策定に引き続き協力していくという方針

が決定された。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標：ア国全体において、結核に起因する死亡率と有病率が減少する。 

指標：2015 年までに結核の有病率と死亡率を 50％削減する。 

 

（２）プロジェクト目標：全国において DOTS を用いた質の高い結核治療サービスを利用

可能にする。 

指標１：DOTS による結核対策が導入されている地域において治療成功率 85％を達 



 

成・維持する。 

指標２：DOTS による結核対策が導入されている地域において患者発見率 70％を達

成・維持する。 

 

（３）成果 

１）NTP の組織・制度・機能が強化される。 

指標１a ：DOTS による結核戦略が保健サービス基本パッケージ（Basic Package for 
Health Service：BPHS）・病院サービス必須パッケージ（Essential Package 
for Hospital Service：EPHS）の下で全県に普及する。 

指標１b ：NTP 傘下にあるすべての結核対策基本ユニットには、NTP による研修を

受けたスタッフ（検査技師以外）が必ず１人いる。 

指標１c ：結核対策基本ユニットの９割が、NTP に四半期報告書を遅延なく提出し

ている。 

２）質の高い DOTS のモデルが構築される。 

指標２a ：モデル地域において治療成功率が 85％を達成・維持する。 

指標２b ：モデル地域において患者発見率が 70％を達成・維持する。 

３）喀痰塗沫検査の検査室ネットワークを構築し、外部精度管理（EQA）が導入される。

指標３a ：BPHS/EPHS 傘下のすべての検査室で喀痰塗沫検査を行うための施設・資

機材が整い、実施できるようになる（ 低１人の検査技師が喀痰塗沫検

査標準研修コースを受講し、顕微鏡１台が機能している）。 

指標３b ：すべての結核対策基本ユニットにおいて、喀痰塗沫検査のための標準業

務手順に関する情報（検査マニュアル、ポスター）が利用可能である。

指標３c ：EQA が四半期ごとに NTI と６つの一級指定州において実施される。 

指標３d ：（喀痰塗沫検査の EQA ガイドラインにそって）検出されたすべての重大

エラー（Major Error）に関して当該検査室と検討される。 

 

（４）投入（評価時点） 

 １）日本側：   

 長期専門家派遣 ６人  機材供与 60,834,000 円

 短期専門家派遣 13 人  ローカルコスト負担 104,112,000円
 研修員受入れ ７人  フォローアップ 4,171,000 円

 ２）ア国側   

 カウンターパート配置 106 人  スタッフの人件費 

 活動用地・施設提供  ローカルコスト負担 940,428USD
 JICA 専門家の執務室提供   

２．評価調査団の概要 

評価者 団長 渡部 晃三 JICA 人間開発部第三グループ保健行政チーム長 

 結核対策 レシャード・カレッド 医療法人社団健祉会理事長 

 協力計画 山形 律子 JICA 人間開発部第三グループ保健行政チーム職員 

 評価分析 藤本 美智子 株式会社フジタプランニング海外調査部主任研究員 

調査期間 2008 年１月 25 日～2008 年２月 13 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達成状況が以

下のとおり確認された。 

 

（１）成果１：現在 BPHS のコンポーネントとして DOTS を実施している医療機関が 低

一つあるという地域（district）は、ほぼ 100％に達した。しかし、公衆衛生省の報告に

よると BPHS の保健施設にアクセスできる人口は 82％ともいわれている。NTP による

研修を受けたスタッフはほぼすべての結核対策基本ユニットに配置されているが、末

端での適時のデータ収集状況やその精度には、未だ問題が多い。 

 

（２）成果２：本プロジェクトにおけるモデル地域はカブール州とバルフ州の２州である

が、バルフ州においては患者発見率 82.8％、治療成功率 92.7％で共に指標を既に達成

している。一方、カブール州では患者発見率は 66.0％だが、治療成功率は 67.9％と低

値である。 

 

（３）成果３：研修を受けた人員が配置され、BPHS 下の保健施設に対して顕微鏡を用いた

検査が機能している検査室の割合はほぼ 100％で、SOP（Standard Operating Procedure：
標準業務手順書）が利用できる検査室の割合も同様である。2007 年から EQA が導入さ

れ始め、現在 GradeＩの５州と NRL（National Reference Laboratory：国立中央検査室）

で実施されている。検査室四半期報告会で、クロスチェックのためのスライド収集、

前四半期のクロスチェックの結果報告、検査試薬・物品の配布、四半期報告書の収集

がなされている。クロスチェックによって、検査上の重大エラーが出ている検査室の

いくつかに対しては緊急巡回指導が実施されている。 

 

（４）プロジェクト目標の達成状況 

全国の治療成功率 89.5％で既に目標を達成している。全国の患者発見率は 66.6％で

ある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

ア国は WHO の定める結核の高負担国 22 カ国のうちの一つであり、ア国政府は結核

対策を「アフガニスタン・ミレニアム開発目標」において重点課題として位置づけて

おり、ア国の保健政策の中心となる「保健セクター基本計画」においても結核対策の

指標（本プロジェクト目標の指標と一致）は主要なベンチマークの一つとなっている。

また、我が国は、ア国への保健医療協力分野に対する支援の４重要課題の一つに「結

核を中心とした感染症対策」を位置づけている。そして、結核対策を推進する NTP が

組織的に脆弱であることを鑑みれば、NTP への組織強化は緊急かつ重要なコンポーネ

ントであり、その支援を行う本プロジェクトの妥当性は高い。 

 

（２）有効性 

成果１にて NTP の中央部に対する組織化、枠組み構築のための技術支援を行い、結

核対策の責任機関である NTP のキャパシティ・ディベロプメントと人材育成を行って

いる。成果２では、モデル地域にてプログラム実施における実践能力の育成、フィー

ルドレベルでの詳細な戦略を策定している。成果３では、EQA システムを伴うラボネ



 

ットワークの構築により全国で正確な喀痰塗沫検査を実施し、質の高い DOTS を効果

的に機能させている。よって、本プロジェクトで行われている活動による成果は、「中

央機能の強化」、「現場での実践力強化」、「検査体制強化」という３点から、プロジェ

クト目標「全国において DOTS を用いた質の高い結核治療サービスを利用可能にする」

に貢献している。 

しかし、ア国において結核センター数の増加に比し、患者発見の総数の伸びは緩や

かなものであり、今後問題を検証し、プログラムの質を向上させる必要性を示唆して

いる。 

また、ア国における結核患者の疫学傾向として、女性患者が多いことが挙げられ、

18～40 歳の女性、特に出産後の女性に患者が多いことは、今後の結核対策上の大きな

課題である。現在、プロジェクトでは、出産前後の患者の早期発見を目指して助産師

や予防接種者を中心として啓発活動を行っている。 

 

（３）効率性 

計画と実績の比較によると、ア国側からの投入には適時に実施されないものがあり、

特に NTP ディレクターやスタッフのたびたびの人事交代・異動が、効率性に影響を与

えてきた。日本側からの投入は量・質ともに適切に行われている。専門家、機材供与

とも効果的に活用されているが、質の高い DOTS をモデル地域で実施するためにはパ

イロットプロジェクトを現場で指導できる結核対策分野の専門家の派遣が求められ

る。本邦研修に関しては、概ね成果が帰国研修員によりプログラム運営へ反映されて

いるが、現在の NTP の職場環境では研修の成果が十分に活かせていない場合も見られ

る。 

緊急無償援助による NTI 施設修繕に引き続きプロジェクトが開始されたことや、NTP
内に事務所が提供され良好なコミュニケーションが構築できたことは、プロジェクト

の効率性を高めた。さらに、プロジェクトでは治安悪化による日本人専門家の活動制

限による効率性の低下を防ぐために、地域検査スーパーバイザー・州検査スーパーバ

イザーの設定、カウンターパートへの集中的な研修、ナショナルスタッフやプロジェ

クト活動に関連する NGO との連携等を実施してきている。 

 

（４）インパクト 

今回の中間評価において、以下の点への波及効果が見込まれる。 

１）上位目標の達成見込み 

2005 年の WHO のデータによると結核有病率は年間人口 10 万人当たり 288 人で、

結核による死亡率は年間人口 10 万人当たり 35 人となっている。1990 年では有病率

が 607 人、死亡率が 69 人（有病率・死亡率ともに年間人口 10 万人当たり）である

ことを考慮すると、有病率は 53％、死亡率は 49％削減している。 

２）正のインパクト 

・結核対策における DOTS の普及の知見を活かして、結核対策と感染症対策の集約

といった保健システムの改善が計画されている。 

・識字教室や一般の教師を対象とした結核対策のアドボカシー活動を通じて、教育

関係者が保健に関するコミュニティ・アウェアネスの重要性を認識し始めている。

学校からの情報発信により生徒、その家族への裨益者の拡大が予想され、より多

くの対象への結核対策を中心とした保健意識の改善にインパクトを与えることが

見込まれる。 

 

 



 

（５）自立発展性 

１）組織的：NTP の特に中央レベルのスタッフの度重なる人事異動により、NTP のリ

ーダーシップが保てなくなっており、組織的自立発展性は現時点では低い。この課

題の解決の一案として、地方におけるプログラムの強化があげられる。 

２）財政的：現時点では NTP は、その活動資金のほとんどをドナーに依存している。

プログラム活動の実施を世界エイズ・結核・マラリア対策基金（Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria：GFATM）、WHO や JICA といった他の機関に頼って

おり、NTP の財政的脆弱性に加えて財政計画作成、資金調達などの財政的なマネジ

メント能力も不足している。財政的な自立発展のためには、残りのプロジェクト期

間でこれらの能力の強化が求められる。 

３）技術的：検査室ネットワークに関しては、四半期報告会議の実施や EQA のマネジ

メントを鑑みると自立発展性は高いと見込まれる。しかし、EQA の質は今後のプロ

ジェクト活動において改善されるべき点である。また、モデル地域における質の高

い DOTS の普及に関しては、質が十分ではなくプロジェクト終了後の自立発展性は

現時点では低い。特に、効果的なプログラムモニタリング・評価能力が残りのプロ

ジェクト期間で構築されることが必須である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

・NTP の中枢部のみならず、モデル地域における現場での実践、結核対策の基礎とな

る喀痰塗抹検査の精度向上という三側面から支援するという計画が結核対策プログ

ラムの総合的強化につながった。 

・喀痰塗沫検査に関しては、早期の全国におけるネットワーク構築により、検査精度

向上の進捗を早めている。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・検査部門に関しては、機材供与の中に試薬等の消耗品を組み込むという柔軟な対応

により、プロジェクトの早期からトレーニングの効果を 大限に発揮できた。 

・WHO 等の国際機関との良好な連携がプロジェクトのスムーズな運営につながってい

る。この点は WHO からも評価されている。 

・治安悪化による日本人専門家の活動制限という状況に対して、NGO との連携やカウ

ンターパートを通じた地方支援など、臨機応変に戦略を切り替えることにより継続

的な支援を実現している。 

 

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 

・特になし 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・NTP の資金調達能力が十分でないことからア国側から適時な投入が実施されていな

い。 

 

３－５ 結 論 

プロジェクト実施の中間時点において、プロジェクトは NTP ガイドラインの策定、活動

の拡大といった確実な進捗を辿っている。量的な指標で判断する限り、プロジェクト終了

時に達成されるべき指標は既にほぼ目標に到達している。しかし、これら活動における「質



 

の高い治療サービス」、つまり質的な側面に注目した場合、今後考慮されるべき点が残され

ている。具体的には、コミュニティ・モビライゼーションやアドボカシーによるアウトリ

ーチサービス及びアクセシビリティーの改善、トレーニングの質の向上や機能的な巡回指

導システムの構築等によるサービスの質の改善が残りのプロジェクト期間において必要で

ある。また組織的、財政的、技術的側面においての自立発展性に関しても今後促進される

ことが必須条件となっている。これらを総合した NTP のプログラム・マネジメント能力は

プロジェクト目標達成に不可欠な要素である。 

また、本評価結果に基づき次のとおり PDM の改訂を行った。 

活動 1-7 の必須薬品リストの改訂については WHO が既に実施しており、活動の重複を避

ける必要がある。また、活動 2-5 のモデル地域でのフィードバックを行うための国家レベ

ルでのワークショップの開催に関して、プロジェクトは適時 NTP にフィードバックを実施

しているのでこの活動の必要性がない。よって、これら２活動に関しては削除することと

した。また、活動 2-6 の他州からヘルスワーカー（医療従事者）を呼び寄せてモデル地域

でフィールド研修を実施することに関して、コミュニティ・ヘルス・ワーカーを含む他業

種にわたる医療従事者の定義を明確にするため、「ヘルスワーカー」から「ヘルススタッフ」

と語句を修正し、医師・看護師を示唆することとした。また、本調査におけるア国の結核

対策の現状を鑑みて、プログラムの有効性の観点から、コミュニティ DOTS の枠組みの構

築、官民連携 DOTS のパイロットモデルの実施、都市部における結核対策の効果的な計画

策定、国家と地域中央検査室の機能強化の４活動を追加することとした。指標に関しては、

アウトプット２の「州における患者発見率」という指標を、その指標の妥当性の低さを理

由として「DOTS と検査スタッフの四半期報告会を定期的に開催し、データを正確に収集す

る」に変更し、検査室強化の活動を追加することにより、その指標として「国立中央検査

室において初期培養に必要な手順が利用可能となる」ことを追加した。 

 

３－６ 提 言 

（１）プロジェクトに対して 

・EQA を伴った質の高い喀痰塗沫検査室ネットワークの構築は意義の高い活動である

が、さらに NRL の機能を強化する必要がある。今後の多剤耐性結核対策からも、初

期培養技術の習得は重要であり、ガイドラインの策定や技術移転等初期培養技術習

得を支援する活動が必要である。 

・コミュニティ DOTS は重要であるが、NTP による現状の取り組みは脆弱であり、プ

ロジェクトがコミュニティ DOTS の先鞭をつけていることを考慮して、今後、支援

を実施する必要がある。 

・IEC の強化は裨益者に対して結核対策サービスを実施するにあたって必要不可欠である。

プロジェクトでは、感染症部門以外の公衆衛生省の各部門や教育省等の他省庁との

連携協力を積極的に行ってきているが、今後の活動に際しては、適切な活動評価が

必要である。 

・質の高いプログラムモニタリングのために、適切なオペレーショナルリサーチに基

づくプログラム評価が必要である。自立発展性のある結核対策プログラムを策定す

るために、プロジェクトは NTP のリサーチ能力の改善を支援していく必要がある。

 

（２）NTP に対して 

・組織的キャパシティ・ディベロプメントとして、①NTP のリーダーシップ、②NTP
の財政マネジメント、が重要である。 

・人材育成のために、国家レベル、地域レベル、州レベルでのトレーニング機能の強

化が必須である。具体的には研修モジュールの改訂、研修指導者の育成、地方への



 

人材育成に関する権限委譲が実施される必要がある。 

 

（３）ア国公衆衛生省に対して 

・結核の正確な有病率の把握が効果的な結核対策プログラムを運営するうえで重要で

あるが、現在利用している有病率に関するデータの信用性は著しく低い。そのため

全国有病率調査（national prevalence survey）の実施が検討されるべきである。 

・官民連携 DOTS プロジェクトのパイロット活動が実施されているが、ア国の現状に

対する対策として有効か、確認すべきである。 

 

（４）JICA に対して 

・帰還難民に多いことが予測される多剤耐性結核への対策として、NRL の初期培養技

術の習得が必要である。また、クロスボーダー・イシュー（国境を越えた問題）で

ある帰還難民への結核対策には他の協力パートナーと協力して取り組んでいく必要

がある。 

 

３－７ 教 訓 

（１）WHO を中心とする他の協力パートナーと協調しつつ、国家再建の早いタイミングか

ら政策面と DOTS に必要なラボラトリー（検査）技術分野で、結核対策の中心機関で

ある NTP を支援することにより、全国に裨益する「中央レベル」の成果を上げること

ができた。また、中央レベルで構築した「しくみ」を実践・検証するために、モデル

州を設けて現場での結核対策の実践を踏まえた意見や反省点を吸い上げ、中央の「し

くみ」をさらに改善につなげていくという中央と地方を巻き込んだ活動が、短期間で

ア国の結核対策を再建するためにうまく機能し、今後の結核対策へ知見を活用できる。

 

（２）結核対策のように様々なドナーが支援している分野においては、各ドナーとの連携

が重要である。ア国の結核対策におけるこれまでの成果は、中央レベルでは WHO や

GFATM との役割分担と重複の回避、現場でのサービスデリバリーを担う BPHS との連

携等、様々なパートナーとの連携により達成されてきた。これらの連携と調整には、

これまでは JICA 専門家が大きく貢献してきたが、今後この分野における NTP のリー

ダーシップが欠かせない。そのためにはプロジェクトでカウンターパート機関のリー

ダーシップを強化することが求められる。 

 

（３）結核対策事業は、研修の計画・実施・改善を担う研修指導者の育成や、EQA による

クロスチェック、レポーティング等の現場から中央へのフィードバックなどモニタリ

ングの「しくみ」等、まさに行政面で保健システムを強化するために必要な「しくみ」

を形成することを必要とする。中央レベル、地域レベル、州レベル、末端レベルと、

縦の「しくみ」の枠組みを構築したうえで、末端から中央レベルへの報告、中央から

末端レベルへの人材育成、フィードバックを実践において強化していくこの経験は、

他の感染症対策事業においても応用可能であると思われる。  




