
 
 

第 4章 ネパール王国地域の結核と肺の健康プロジェクト 

評価結果要約表 
 

１. 案件の概要 

国名： ネパール国 案件名：地域の結核と肺の健康プロジェクト 

分野： 保健・医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 協力金額 （評価時点）：約 4.89 億円 

先方関係機関：国立結核センター(NTC)、保健サービス局・

児童保健課 (CHD/DHS) 、保健教育情報通信センﾀ ｰ

(NHEICC) 

協力 

期間 

(R/D) 2000.9.25～2005.9.24 

日本側協力機関： (財）結核予防会結核研究所 

他の関連 

協力： 

無償資金協力 「西部地域公衆衛生対策プロジェクト」 （1976-1986 年） 

無償資金協力 「国立結核センター整備プロジェクト」(1987-1989 年) 

旧プロジェクト方式技術協力 「ネパール国結核対策プロジェクト・フェーズ I」

(1987-1994 年) 

旧プロジェクト方式技術協力 「ネパール国結核対策プロジェクト・フェーズ II」

(1994-2000 年) 

1-1 協力の背景と概要 

我が国は 1987 年からネパール王国（以下、「ネパール」と記す）の国家結核対策プログラム（NTP）

を支援してきた。本案件の先行事業に当たる技術協力事業（フェーズ１）においては、国家結核セン

ター（カトマンズ）及び西部地域結核センター（ポカラ）の無償資金協力と連携させるとともに、1996

年の DOTS（直接監視下における短期化学療法）導入に協力するなど統合的な支援を行った。これに

よりネパールの国家結核対策は、中央と地方で一本化されるとともに、地方での実施展開が促進され

た。続くフェーズ２では DOTS 戦略が実を結び、結核治癒率の向上に大きく貢献した。一方、都市部

及び遠隔地の結核対策は依然課題として残り、このほか、地域での肺疾患の有病率が高く、肺・呼吸

器の健康を増進するための効果的な対策が望まれていた。 

かかる状況を背景として、ネパール政府は本案件「地域の結核及び肺の健康プロジェクト」を要請

し、我が国これを受けて、本案件が 2000 年 9 月から 2005 年 9 月までの 5 年に亘り実施された。 

 

1-2 協力内容 

(1) 上位目標 住民の肺の健康が改善される 

(2) プロジェクト目標 

1.国家結核対策プログラム(NTP)の総合的な実施事項が改善される 

2.地域の肺の健康の機能的モデルが確立される 

(3) アウトプット（成果） 

＜プロジェクト目標 1 のアウトプット＞ 

A 国家結核対策プログラム(NTP)の管理運営能力が強化される 

 171



 
 

第 4章 ネパール王国地域の結核と肺の健康プロジェクト 

B 結核菌検査及び薬品ロジスティックが強化される 

C 都市部及び僻地における(治療困難な人に対する)結核対策モデルが確立される 

＜プロジェクト目標２のアウトプット＞ 

D 小児急性呼吸器感染症(ARI)対策が改善される 

E 成人の肺疾患対策が改善される 

F コミュニティ-による禁煙対策が導入される 

(4) 投入（プロジェクト終了時） 

【日本側 】 

・長期専門家：5 人（133.8 人／月）（総括、調整員、肺の健康） 

・短期専門家：14 人(13.8 人／月)（結核対策、疫学、肺の健康、検査技術、ロジスティックス管理）

・C/P 国外研修：15 人（本邦研修 6 人、第三国研修等 9 人） 

・機材供与：約 43,130 千円（検査・ラボ・事務機材等 

・協力事業費：全協力事業費：約 4.89 億円、うち現地業務費：約 9,606 万円 

【ネパール側】 

・人材：計 23 人 (保健人口省、国立結核センター、カトマンズ郡公衆衛生局、カトマンズ市、DOTS

ボランティア、ルパンデヒ郡公衆衛生局、ヘルスワーカー、女性地域ヘルスボランティア、等) 

・施設提供：国立結核センター、ルパンデヒ郡公衆衛生局事務所、各地活動サイト。 

・活動費：国家結核対策プログラム事業費、現地活動費 

２ 評価調査団の概要 

調査者 評価分析 小島 京子 インテムコンサルティング㈱社会開発部 シニアコンサルタント 

調査期間(現地)   2009 年 5 月 25 日〜2009 年 6 月 7 日 評価種類：事後評価 

３ 実績の確認 

3-1 プロジェクト目標の状況 

プロジェクト目標-1 「国家結核対策プログラムの総合的な実施事項が改善される」については顕著

な達成が確認された。プロジェクト目標-2 「地域の肺の健康の機能的モデルが確立される」について

は概ね達成したものと判断される。案件終了後の状況は以下のとおり。 

プロジェクト目標-1に係る結核対策については、本案件期間中に国内の全 75郡にDOTSが導入され、

案件終了後は DOTS センター／サブセンターの双方の設置が拡大されている。2005 年時に 391 であっ

たセンター数は現在 1079、サブセンター3147 と合わせると 2008 年度には計 4226 である。2008 年度の

登録患者治療率は 89%、新規塗沫陽性患者治療率は 86%で WHO 目標を上回る。国家結核プログラム

はハード(施設設備)及びソフト(技術)面でほぼすべての設定指標目標値を達成し、協力終了後の全国に

おける目標の達成状況も良好である。 

プロジェクト目標-2 の肺の健康に関しては、重症肺炎の割合は医療施設による IMCI 登録数におい

て、2004 年度から 2006 年度まで大きな変化ないが、IMCI 活動と登録数が大幅に拡大されるに伴い、

把握され専門的ケアを受ける重症肺炎児数も増加していることからアクセスの向上が把握できる。 
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3-2 上位目標の達成状況 

結核罹患率について 1990 年時に約 640／10 万人, 2004 年時に約 260／10 万人から、2007 年時に約 240

／10 万人に減少、結核死亡率については 1990 年時に約 51／10 万人, 2004 年時に約 25／10 万人から、

2007 年時に約 23／10 万人に減少しており、結核罹患率と死亡率ともに過去 20 年での劇的な改善が確

認される。DOTS 成績では治療率に加え、（地域格差はあるが）全国の塗沫陽性、塗沫陰性、肺外結核

の割合について WHO 目標をほぼ達成しており、ネパール国の結核対策の成果を示している。  

児童疾病総合管理(IMCI)については、全国の導入規模・活動は順調に拡大されてきており、地域に

よる児童疾病総合管理（CB-IMCI）の活動規模と重要性も本案件実施当事と同様に継続している。IMCI

で把握される児童数が増加すると同時に専門的ケア（FU、投薬治療）数も比例して増加していること

から、IMCI に係る保健サービスアクセスが可能な児童数は増加傾向にあると判断できよう。 

 

3-3 終了時評価での提言の活用状況 

以下、提言事項の一部について、記載する。 

(1)国立結核センターは精度管理システム新基準に沿った精度評価サンプルサイズ変更を審査すること

サンプルサイズ変更が実施された。現在はこれについて全郡での標準化を進めている。 

(2)国立結核センターは保健人口省と顕微鏡操作・維持管理の研修を行うこと 

保健人口省・国立公衆衛生検査ラボラトリーが、検査技師等のラボラトリー職員へ顕微鏡検査研修を

定期的に実施している。研修期間は 7 日間、研修内容は顕微鏡操作、維持管理方法。このほか国立結

核センターが主導し、地域ラボラトリーの技師への顕微鏡操作・分析技術の研修が行われている。 
4 評価結果の概要 

4-1 評価結果の要約   

(1) 妥当性 

本案件は、裨益者とターゲットグループのニーズに応じた効果的なアプローチを持ち、ネパール政

府の保健政策との整合性が高いこと、さらに JICA の対ネパール支援計画に合致していたことから、

妥当性は高かったと考えられる。特に都市部の結核対策では、官民連携と地域人材の活動を活発化さ

せアクセスとリファラルの向上を図り、児童疾病総合管理(IMCI) では地域リソースによる活動

(CB-IMCI)に注目し、児童疾病の管理と保健サービスの拡大を図った。同様にタバコ対策でもヘルス

ワーカーの活動参加を組み入れ、学校や保健機関などとともに住民への禁煙による健康増進の理解を

促した。こうした政府戦略に基づきながら裨益者のニーズと対象地域の特性を考慮した取り組みは、

ネ国の保健システム強化政策においても重視されるアプローチであって、効果的な方法であったと判

断できる。 

 

(2) 有効性 

結核対策と児童疾病総合管理／児童急性呼吸器感染症に係る有効性は良好であるが、禁煙対策に係

る有効性は活動期間に見合ったある程度のものと判断された。結核対策では、世界的に費用対効果が

高いと認められた国際標準である DOTS 戦略の実施を推進し、国家結核プログラムは全国 DOTS 成績
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の向上について大きな成果を挙げている。期間中には DOTS センター／サブセンターの全郡への導

入、結核登録患者治療率、新規塗沫陽性患者発見率、塗沫陽性患者治療率、喀痰検査一致率、偽陽性

率／偽陰性率の改善について、ハード(施設設備)及びソフト(技術)面でほぼすべての設定指標目標値

を達成しており、協力終了後も DOTS 成績を上げている。 

児童疾病総合管理(IMCI)ではシステム導入に寄与し、児童急性呼吸器感染症(ARI)対策活動では郡

公衆保健局、医療施設、女性地域ヘルスボランティア間のモニタリング、レファラルに寄与し、地域

リソースによるフォローアップ数で良好な伸びが確認された。他方、禁煙対策では教師・保健ボラン

ティア・ヘルスセンタースタッフなどの知識・態度・行動には顕著な改善が見られたが、実際に喫煙

者に与えた影響については極小なものであった。 

 

(3) 効率性 

アウトプットの産出状況は、特に結核対策、児童疾病総合管理／小児呼吸器感染症管理について適

切な産出が、禁煙対策についてある程度の成果が認められた。 
技術協力の分野と水準は、ネ国のニーズに対応した適切なものであったと判断される。期間中には、

JICA 専門家の派遣とネ国側 C/P の配置が一時遅れたこと、国立結核センターの人材配置の遅れから、

ラボ培養・研究用機材が十分に活用されない時期があったが、両国側の投入は量・分野・質・時期の

点で計画に基づき適切に行われ総合的に概ね適切であったと判断された。実施運営管理では関係者間

調整に配慮し、他の支援組織との活動重複を避け連携を促進した。 
 

(4) インパクト 

オリジナル PDM の指標「結核と非結核肺疾患の罹患率と死亡率の低下」に係る本案件実施の直接

的な貢献を判断するのは難しいが、結核分野については明確な向上が、本調査で設定した指標に基づ

く児童疾病総合管理(IMCI)についての活動の拡大が、確認された。 

結核罹患率及び死亡率は過去 20 年で劇的な改善を見せ、過去 30 年のネパール国の結核対策の成果

を示すと考えられる。2008 年度の全国の DOTS 成績では殆どの事項で WHO が掲げる目標を達成して

いる。小児呼吸器感染症管理を含む児童疾病総合管理(IMCI)は、期間中に WHO の標準システムが導

入された。現在は全国の 64 郡で IMCI が導入されており、案件終了後の過去 5 年間の登録ケース数は

2 倍以上の伸びであり、急性呼吸器感染症(ARI)例も比例して伸びていることから、これら児童の専門

的ケアへのアクセス向上がなされていると判断できる。禁煙対策については、タバコが結核発生の主

因と考えられてはいるが、本案件の短期での活動が肺・呼吸器系疾患の罹患率・死亡率の低減をもた

らしたかどうかを科学的に判断するのは、これに係る根拠統計等がないため、困難である。 

正の波及効果としては、地方部村落や貧困層に多く広まっていた「結核は卑しまれる疾患である」

という偏見が薄まり、結核治療に積極的にアクセスしようとする患者、公立病院の利用割合が増加し

た、等が挙げられる。 

 

(5) 自立発展性 
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結核分野、児童疾病総合管理分野、タバコ対策分野について政府のイニシャティブとコミットメン

トは明確であり、政策面・財政面での持続可能性は高い。制度面、技術面で課題があるが、これらに

適切な対応が行われれば、自立発展性は高いと判断される。以下では、結核対策、児童疾病総合管理

／急性呼吸器感染症対策と禁煙対策別に結果をとりまとめる。 
【結核対策分野】 
国家結核対策プログラム(NTP)は 2015 年を目指した計画（NTP, Long Term Plan 2010-2015, March 

2009）において、新規塗抹陽性患者発見率、治療率の目標値を高くし、多様な技術課題への取り組み

をアップデートするなど、政策面でのイニシャティブは高くコミットメントは強い。DOTS の実施で

は官民関係者と地域ワーカー及び住民の参画 (Community DOTS)が重要と認識し、地域人材を活用し

た戦略を展開しており、国内外の非政府組織の協力が大きな要素となっている。 

国家結核対策プログラム予算は 2007 年度に前年比 19.1％増、2008 年度に前年比 68.7％増で、過去

3 年大幅な伸びである。2008 年度の予算は約 2 億 6,310 ルピー(約 3 億 2,282 万円)で、全体の 76%がエ

イズ・結核・マラリア対策グローバルファンドを財源とする。NTP は着実に DOTS 成績を上げながら

Global Fund to fight AIDS, TB & Malaria（グローバルファンド）、Norwegian Association of Heart and Lund 

Patients 等からの支援規模を伸ばしており、当面のところ政策面・財政面の問題はないと判断できよ

う。 

制度的及び技術的課題としては、都市 DOTS（成果Ｃ）が挙げられ、カトマンズ郡では案件終了後

の 2005/06 年以降、脱落率が 2005 時の 4%から 7%に増加、転出率は過去 9 年間で継続して増加傾向、

治療率が 2005 年時の 84%から 79%に低下している点が懸念される。都市部の特性を考慮した都市

DOTS のメカニズム構築はネ国の喫緊の課題と考えられる。 

【児童疾病総合管理／小児急性呼吸器感染症対策】 

急性呼吸器感染症(ARI)を含む児童疾病総合管理は、現在、保健人口省が担う児童保健サービスの

要となっている。2005 年度には IMCI(HF 及び CB)35 郡であった導入郡は、現在 64 郡まで拡大されて

いる。外部支援組織は過去 5 年間において財源支援規模を縮小しているが、政府による投入は大幅に

増加されており、政策におけるイニシャティブは高い。 

ネパールにおける IMCI では地域による疾病対策・モニタリング(CB-IMCI)が全 IMCI の大きなシェ

アを占めてり、政府もこれを強く認識しており、地域人材の確保に尽力している。ネパール側から出

された懸案事項としては、地域ヘルスワーカーに対する研修等人材育成活動がドナー支援と併せて減

少傾向にあるという点で、地域における小児疾病対策人材の技能の質的向上が今後の課題となる可能

性がある。 

【禁煙対策分野】 
政府は 2006 年に WHO Framework Convention on Tobacco Control に批准、戦略パッケージの実施、

タバコに係る社会・経済調査を実施、メディアキャンペーンによる市民のタバコのリスク理解や嗜好

習慣の是正を行い、更に「タバコ対策法案」を策定・議会提出するなど、政策面でのイニシャティブ

は強い。NHEICC によれば、ネパールでは地方部でも 9 歳、10 歳からタバコを使用するケースが少な

くなく、児童期からの広報が重要な活動の一つなっているため一般市民へのタバコ教育では、成人だ
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けではなく学校や教育関係者への教育を、結核を含む他の疾病に関わる教育と併せて行っている。タ

バコ対策では、政府は WHO の技術的な助言や指導を受け入れ、効果的なタバコ対策の戦略実施やプ

ログラム策定に努力している。 

 

4-2 プロジェクトの貢献要因 

本案件終了後に国家結核プログラムは DOTS センター、顕微鏡塗沫検査ラボラトリーに非常に大きな

努力を行い、パフォーマンスの質を確保しながらグローバルファンド(GFATM)、ノルウェー心肺患者

支援協会(LHL)の支援を確実に伸ばしている。こうした国家結核プログラムの財政面、戦略面での包括

的な努力がインパクトと自立発展性の確保に貢献している。 
 

4-3 プロジェクトの阻害要因 

本案件期間中から現在まで、政情不安とそれに伴うストライキの頻発が、人と物の移動を妨げ、保健

サービス提供と患者のアクセスを妨げる大きな要因の一つとなっている。またカトマンズ郡の結核対

策では、都市化の加速、多剤耐性結核患者(MDR TB)の増加、エイズ罹患者増加、都市部貧困者割合の

増加が DOTS 展開に影響を及ぼしたと考えられる。 

 

4-4 結論 

結核対策では国際標準である DOTS 戦略の実施について国家結核プログラムの実施を支援し、明確な

成果を見せた。これまでのネパール政府の結核対策への努力が継続されれば、今後も結核罹患率・死

亡率の低減に貢献していくことと思われる。その際に、都市部 DOTS の財源面・人材面を含むより具

体的な戦略が必要であり、多剤耐性結核(MDR TB)と DOTS Plus への取り組みが確実に行われること

や、HIV/AIDS 対策との連携などが必要となるであろう。 

児童疾病総合管理(IMCI)については、対象郡におけるシステムの導入と女性地域ヘルスボランティア

の研修を含む地域人材の能力強化がなされた点が顕著な成果であったと考えられる。一郡のみへの取

り組みから全国の急性呼吸器感染症児の罹患率・死亡率の低下を期待することは現実的ではないが、

今後も HF-IMCI 及び CB-IMCI 双方による治療と FU の強化が継続されていくことにより、将来的な呼

吸器・肺疾患対策としての寄与が期待されよう。 

禁煙対策について本案件で取り組んだ事項は小規模であったが、禁煙ゾーン設置や住民への理解促進

など地域ベースの取り組みの重要性が認識された点は成果の一つと考えられる。今後のタバコ対策法

案の議会承認等を含む政策的・制度的な取り組みが、長期的には成人の結核、肺・呼吸器疾患の罹患

率・死亡率低下に寄与すると期待される。 

 

4-5 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言、主なものを抜粋） 

4-5-1 都市 DOTS のメカニズム構築と効果的モデルを開発すること 

本調査で確認された問題として、①本案件終了後に中断率と転出率が増加傾向にあり、治療率が下降

傾向にある、②本案件が構築した官民連携・協力体制（PPP/PPM）が終了後に停滞・減退している、
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③都市 DOTS に特化した活動の継続のためのマンパワーや活動経費を確保するシステムがない、の 3

点が指摘される。②③の事項は、直接①の成果に影響している。都市部の結核対策では、都市の特性

を考慮した医学的分析、社会文化的分析、社会心理的分析、関係者分析、活動ニーズ分析による戦略

が必要である。人材配置・活動予算の積算では、人口／人口密度からのみ積算する従来の方法だけで

はなく、上記分析結果を反映した方法を考案することも必要と考えられる。当該郡の郡公衆衛生局か

らの計画案を考慮するなど、対象地域の情報を取り込む新たな工夫が勧められる。 
 

4-6 教訓 (当該プロジェクトから導き出され他類似案件発掘・形成/実施/運営管理に参考となる事柄) 

4-6-1 投入対効果と、受益国のリスク要因を考慮したデザインの策定に配慮すること 

本案件のデザインでは、二つのプロジェクト目標を設定し、異なるマンデートをもつ 3 つの組織を実

施組織として掲げ、3 つの対象分野、全国及び 5 郡の対象地域を設定している。こうした取り組み事項

の多さと複雑さがとりわけプロジェクト目標 2 に係る成果や達成度に影響したと推測される。このこ

とから、事業計画では期間及びマンパワーの 2 点を十分に考慮した設計に留意されるよう、今後の JICA

技術協力プロジェクトの案件形成及び詳細策定計画(事前調査)への教訓事項として挙げたい。 
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