
 

評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：パキスタン・イスラム共和国 案件名：結核対策プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：人間開発部保健人材・感染症グループ

感染症対策課 
先方関係機関： 
・保健省 国家結核対策プログラムユニット 
・パンジャブ州保健局 州結核対策プログラム

協力期間：（R/D） 
     2006年４月１日～2009年３月31日 

業務委託先：（財）結核予防会 

１－１ 協力の背景と概要 

パキスタン・イスラム共和国（以下、「パ国」と記す）では、結核患者推定数が約30万人

（世界で第８位、WHO2006年）、WHO東地中海地域の結核患者の44％を占めている。これら患

者のうち４分の１が発見され、公的機関で治療されているが、未治療または治療が完全でない

患者が感染源となって、患者数が拡大傾向にあるものと推測されており、質の高い結核対策の

施行が早急の課題となっている。 
結核対策の世界的な戦略として、WHOが提唱するDOTS（Directory Observed Treatment, 

Short-course：直接監視下における短期化学療法）があり、パ国政府は、1995年よりこのDOTS
を結核対策のために試験的に開始した。1998年以降は世界銀行からの支援により、州

（Province）レベルの結核対策プログラム（Provincial Tuberculosis Control Program：PTP）を策

定し、DOTSの拡大を図った。また、2001年には結核を国家の緊急課題として宣言したが、地

方分権化政策により、 DOTSの実施は中央政府の国家結核対策プログラム（ National 
Tuberculosis Control Program：NTP）の指導のもと、州及び県（District）が担うこととなった。

この地方展開について、パ国政府は、日本国政府に対し要請を行い、2002年より専門家派遣を

中心とした協力が行われ、2005年にはDOTSの人口カバー率が100％達成された。 
しかしながら、DOTSの急速な拡大の一方、質の向上が遅れており、質の高いDOTSの展開の

ためのNTP・PTPの機能強化を行うため、JICAはパ国政府の要請に基づき、モデル州をパンジ

ャブ州及び州内４県（ファイサラバード県、グジュラート県、ラホール県、ムルタン県）と

し、４県の医療従事者（結核担当官・医師・ラボ技師・LHWなど）に対する研修、巡回指

導、記録・報告の強化、ラボの外部精度管理（External Quality Assurance：EQA）導入などの活

動を通じて「質の高い国家結核対策プログラムが、州及び県との連携によって組織的に実施さ

れる」をプロジェクト目標とした「結核対策プロジェクト」を2006年４月より開始した。 
同プロジェクトは、2009年３月31日をもって終了する予定である。 

１－２ 協力内容 
（１）上位目標 

結核の死亡率及び罹患率が減少する。 
（２）プロジェクト目標 

質の高い国家結核対策プログラム（NTP）が、州及び県との連携によって組織的に実施

される。 
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（３）期待される成果 
１）パンジャブ州結核対策プログラム（PTP）の技術及び管理運営能力が強化される。 
２）NTP及び国家レファレンス・ラボラトリーの技術及び管理運営能力が強化される。 

（４）対象機関及びモデル地域 
保健省NTP（イスラマバード）、パンジャブ州保健局PTP及びパンジャブ州モデル4県

（ファイサラバード、グジュラート、ラホール、ムルタン） 
（５）投入 

＜日本側＞ 
・総額：約３億2,000万円 
・専門家派遣：計11名、92.0人／月 

（プロジェクト・マネージャー3.9人／月、チームリーダー／結核対策

30.2人／月、検査室管理26.1人／月、薬剤管理5.9人／月、アドボカ

シー･データ管理23.4人／月、オペレーショナル・リサーチ1.5人／

月、DOTSリンケージ0.9人／月） 
・日本への研修員受入れ：６名 
・供与機材：約3,000万円 

＜パキスタン側＞ 
・総額：約2,100万円（約1,300万ルピー） 
・カウンターパート配置：35名 
・土地・施設提供：プロジェクト事務所（イスラマバード及びラホール） 
・運営管理費：1,251万3,367ルピー（約2,200万円) 

２．評価調査団の概要 

担当業務 氏  名 所  属 

団長／総括 磯野 光夫 JICA人間開発部 国際協力専門員 
結核対策／

公衆衛生 
増井 恒夫 愛知県精神保健福祉センター 所長 

評価計画 小谷 知之 
JICA人間開発部 保健人材・感染症グループ 
感染症対策課 

調査者 

評価分析 田中 雅子 株式会社タック・インターナショナル 
調査期間：2008年11月２日～27日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
（１）プロジェクト目標の実績 

指標「パンジャブ州における治癒率*85％の達成・維持」「パンジャブ州における患者発

見率70％の達成」のうち、前者の治癒率85％については未達成であるが、治療成功率*を
90％以上、及び患者発見率70％以上を2008年第１四半期に達成し、第２・第３四半期にお

いてもこれを維持しており、プロジェクト目標は達成される見込みである。 

ii



 

*「治癒」は、服薬期間（６～８カ月）終了時に喀痰検査を行い、患者に結核菌がいないことを確定したケースを

指し、「治療成功」は患者が服薬期間を適切に完了したケースを指す。近年における結核治療の成功を測る世界基

準としては、後者の治療成功率が用いられている。 

 
（２）成果の実績 

「成果１：パンジャブ州PTPの技術及び管理運営能力が強化される」 

当該成果に関する全18指標のうち、「抗結核薬管理の改善」を除く17の指標が達成され

た。治療成功率85％及び患者発見率70％の指標をモデル４県すべてで達成することはでき

なかったものの、本プロジェクトを通じて、州全体により質の高いDOTSを普及すること

に成功した。 

また、パ国においては、結核対策分野でNGOを含む多くの開発パートナーが活動を展開

しており、これら開発パートナーに対策の実施を代替せしめるNTP及びパンジャブ州PTP

が、JICAの取り組むCD（キャパシティ・ディベロップメント）に理解を示さないという

課題がプロジェクト前半にあったものの、プロジェクトが導入したEQA*システムやモニ

タリング・スーパービジョン、実証に基づく効果的な対策実施のためのオペレーショナ

ル・リサーチの実施、四半期報告の分析など、本プロジェクトを通じて得られたグッドプ

ラクティスを州全体や国家レベルで積極的に採用するなどの進歩が見られ、技術・運営管

理能力は強化されている点が確認された。特にEQAシステムに関しては、同州南部のニシ

タル医科大学内レファレンス・ラボラトリーを整備したことにより、北部のIPH（公衆衛

生研究所）とともに同大学ラボが州内EQAの南部拠点となり、州内EQAの体制が確立し

た。 

一方、モデル県で指標が達成できていない点については、実施中のオペレーショナル・

リサーチの結果の取りまとめとともに課題の分析を行い、今後のとるべき対策を明確化し

ておく必要がある。また、抗結核薬の管理については、国家ガイドライン案が作成される

という大きな成果があった。今後、同ガイドラインに基づく現場での改善活動を行うこと

がパ国側の課題となる。 

 

「成果２：NTP及び国家レファレンス・ラボラトリーの技術及び管理運営能力が強化され

る」 

指標に関しては、６つの指標をすべて達成した。特に、プロジェクトが導入したEQAシ

ステムが発端となり、全国的なEQAシステムの導入が図られている点、及び抗結核薬管理

に関する国家ガイドラインが策定された、という大きな成果が見られた。 

一方、国家結核対策ガイドラインや研修モジュール改訂に係る協力に関しては、DOTS

ファシリテーター研修モジュールの改訂に関する技術的支援は行われたが、その他の協力

は実施されておらず、国家レベルでの技術・管理運営能力強化を狙った成果２の活動は、

より活動の重点が置かれた州レベルの活動（成果１）に比して限定的な活動にとどまっ

た。 
 
*EQA：外部精度管理。検査結果の精度を確保するため、同一の検体を別の検査機関が再検査すること。本プロジ

ェクトの場合は、ある検査室で診断された喀痰塗抹検体について、当該検査室の上位に位置する検査室が同一の

検体を再検査すること。 
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３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

以下の理由から高いと判断される。 
（ａ）プロジェクトの上位目標及び目的はパ国政府の開発政策・保健政策と合致しており、

また保健セクターにおけるニーズに応えている。 
（ｂ）プロジェクト目的はパ国に対する日本政府の援助政策と合致している。 
（ｃ）パキスタンにおける課題への取り組みとして、人材能力開発、モニタリング・監視、

EQA（外部精度管理）システム構築、医薬品管理向上などを中心としたプロジェクトの

アプローチは適切であった。 
（ｄ）パンジャブ州は も人口が多く、結核患者の半数以上がこの地域で発見されているこ

とから、パンジャブ州を活動実践の場として選択したことは適切であった。 
 
（２）有効性 

以下の理由から高いと判断される。 
（ａ）2006年のプロジェクト開始以来、質の高いDOTS実施は着実に進展しており、パンジ

ャブ州は2008年第１四半期には治療成功率90％以上、患者発見率70％以上を達成、世界

目標をを達成し、その後もこれを維持している。 
（ｂ）終了時評価時点の成果の達成状況は良好で、プロジェクト目標は達成される見込みで

ある。 
（ｃ）プロジェクトにより、質の高いDOTS実施に関する以下のような成果が得られてい

る。 
１）ムルタンのニシタル医科大学における第２の州レファレンス・ラボラトリー設置を

含めたパンジャブ州におけるEQAシステムの確立とEQAシステムの全国的展開 
２）モデル県におけるDOTSの質の向上とそのパンジャブ州全体への拡大 
３）実地調査に基づく国家抗結核薬管理ガイドラインの策定 
４）高次医療施設とDOTSの連携（HDL：病院DOTSリンケージ）ガイドライン及び患者

紹介フォームの策定 
 
（３）効率性 

全般的に妥当と判断される。 
（ａ）専門家 

関係者から以下の指摘があったが、技術、派遣時期、人数は全般として適切であり、

その活動とその技術的支援はカウンターパートから高く評価されている。 
・2007年度専門家派遣に関し、年度当初におけるJICA・結核予防会間の契約手続き及び

専門家派遣に予定以上の時間を要した。ただし、双方の努力により成果達成に大きな

影響は生じなかった。 
・ラボ管理の専門家に２度交代があり、当該技術移転内容の一貫性・継続性の維持に困

難が生じた時期があった。しかし、新たに配置された専門家により当初計画の活動が

進められ、成果発現に大きな影響は生じなかった。 
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（ｂ）カウンターパート（C/P） 
人数及び技術分野は全般的に適切であった。ただし、県レベルのスタッフの人事異動

が早く、DOTSの質やプロジェクト活動を維持するために新たな人材の研修が必要とな

った。 
また、中間評価調査では、NTPにおける抗結核薬管理ガイドラインの策定に係るカウ

ンターパートが配置されていないことが指摘されたが、中間評価後に担当者が任命され

ている。 

（ｃ）日本におけるカウンターパート研修 
日本におけるカウンターパート研修は、パンジャブ州の結核対策プログラム推進に有

効であった。しかし、得られた知識や技術が広く組織内で共有されていない例があり、

組織の自立発展性の観点から、PTP側に日本で得た知識・技術を普及させる更なる努力

が必要である。 

（ｄ）供与機材 
供与機材は、質及び量とも適切であり、維持管理され、活用されている。 

モデル県の診断センターに供与されたコンピューターの活用については、医師及び

コンピューター・オペレーターのデータ入力技術の向上が必要である。 

（ｅ）予算の確保 
日本側及びパ国側の双方から適切な運営管理費が確保されている。ただし、中間評価

調査で指摘されているように、パンジャブ州南部のための、ニシタル医科大学における

州レファレンス・ラボラトリーの設置は、パ国側の都合により大幅に遅れ2008年６月よ

り稼働開始となった。このため、当該ラボを通じた検査技師に対する研修や精度管理な

どの活動は、プロジェクト 終年度（2008年度）においてラボ管理専門家を中心とした

技術支援が集中的に進められている。 

（ｆ）事務所の提供 
イスラマバードのNTP内にプロジェクト事務所が提供されたほか、パンジャブ州ラホ

ール市には州レファレンス・ラボラトリーのある公衆衛生研究所内にもプロジェクト事

務所が提供されている。 
 

（４）インパクト 
以下の波及効果が見られ、また負のインパクトは確認されなかった。 

（ａ）国家レベルのEQAシステムの構築 
パンジャブ州におけるプロジェクト活動がNTPに波及効果を及ぼし、プロジェクトで

導入されたEQAシステムに基づき、全国にEQAシステムが適用されることになった。 

（ｂ）病院DOTSリンケージのオペレーショナル・リサーチ地域の拡大 
パイロット調査は少数県で実施することになっていたが、そのリサーチの重要性に鑑

みて、パンジャブ州PTPは全県で同時に調査を実施することを決定している。 

（ｃ）マネジメント能力の全般的な向上 
プロジェクト活動を通して、会議の開催、プレゼンテーション能力、会議への積極的

参加、やる気のある職場の雰囲気など、県・州・国、どのレベルにおいてもカウンター
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パートのマネジメント能力が全般的に向上している点が、専門家とのインタビューを通

じて確認できた。 

 
（５）自立発展性 

以下のような理由から高いと判断される。 
（ａ）強力な政策支援と十分な財源 

関係者からのインタビューを通じて、パ国政府が結核対策に関し継続的に支援を行う

点を確認した。 
財政的自立発展性に関して、NTPは世界エイズ・結核・マラリア対策基金（GFATM）

ラウンド６及び８から十分な資金を確保することに成功している。今後、NTPが予算を

適切に管理し、さらに外部資金獲得のための効果的な提案書を策定できるよう能力向上

に努めることが期待される。 

（ｂ）NTP及びパンジャブ州PTPの強力なリーダーシップ 
NTP及びパンジャブ州PTPが強力なリーダーシップと結核対策マネジメント能力を有

しており、有能な職員が養成されている点を確認した。また、NTP及びパンジャブ州

PTPは、職員の人事異動や新しい課題に対応するために人材開発を継続する必要がある

が、自立的な発展のための組織は構築されていると判断できる。 

（ｃ）NTP及びパンジャブ州PTPへの十分な技術移転 
NTP及びパンジャブ州PTP は、多剤耐性結核やTB/HIV重複感染などの新たな課題に

対応するための技術向上が必要であるものの、本プロジェクトを通じて、結核対策に関

する世界戦略である基本的なDOTSの実施能力は十分備わったと判断できる。 

３－３ 効果発現に貢献した要因 
・政府の結核対策プロジェクトに対するコミットメント 

特にプロジェクト後半における国家・州双方のレベルでの強いコミットメントにより、

プロジェクト成果の普及・展開に貢献した。 
・結核対策プログラム・マネージャーの強力なリーダーシップ 

国家・州双方のプログラム・マネージャーのリーダーシップが強く、プロジェクト活動

の推進に貢献した。 
・現場における日本人専門家による指導 

モデル県において、日本人専門家がC/Pとともに巡回指導を行い、研修での習得内容を

現場で更に指導することでより効果的な技術移転が行われた。 
・オペレーショナル・リサーチの実施による活動の展開 

オペレーショナル・リサーチを通じて実証された成果は、パ国側も高い理解を示し、

州・国全体へ積極的に波及が行われた。 
・日本でのカウンターパート研修 

本邦研修に参加したカウンターパートは、プロジェクトの取り組みの有効性に理解を深

め、帰国後プロジェクト活動に更に積極的に参加することでプロジェクト活動の推進要因

となった。 
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３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

・パ国側のJICA技術協力におけるキャパシティ・デベロップメント（CD）の理解不足 
プロジェクト前半において、パ国側のCDに対する理解が低く、パ国側の主体的な活動

展開に困難を有した。この点、日・パ国双方関係者の努力によりプロジェクト後半に進展

が見られた。 
・パ国側のニシタル医科大学ラボラトリー設置の遅延 

パ国側の予算確保、設計の遅れなどにより当ラボの設置が大幅に遅れた。2008年６月に

稼働が開始され、プロジェクト 終年度において、日本人専門家による当ラボでの技術移

転の強化が進められている。 
・パ国の政情不安 

パ国政情不安により、計画していたオペレーショナル・リサーチの一部に遅れが生じ、

プロジェクト期間内での終了が不可能となった。 

３－５ 結 論 
本プロジェクトを通じて、パ国の結核対策に係る技術及び運営管理能力は強化され、DOTS

を中心とした基本的な結核対策の実施能力は備わっているところ、プロジェクトは予定どおり

2009年３月末をもって終了する。 
なお、今回の終了時評価に於て、５項目各々において高い評価がなされた。これは、パ国側

の結核対策への強いコミットメントと不断の努力によるものである。 
このような高いプロジェクト成果の一方で、プロジェクトの在り方・デザインなどに関して

は、議論の余地が残されている。特に、CD（Capacity Development）の在り方における日本側

とパ国側の見解に相違がある点や、地方分権化が進み、他ドナー等開発パートナーとの合理的

な役割分担のもとプログラムを運営する当国の状況を考慮すると、モデルエリアでの成果を他

の地域に波及させるという手法には一定の限界があり、幾つかの課題に対し州全体または国家

レベルからのアプローチを図ること、他ドナー等開発パートナーとのより積極的な連携を図る

ことなど、今後のパ国における技術協力の実施にあたっての留意点と考える。 

３－６ 提 言 
（１）プロジェクト活動の総括とフィードバック 

今回プロジェクトがパンジャブ州内の４県をモデルエリアとして、DOTSの質の向上に

向けた活動を行い、相応の成果を残してきた。この４県の社会的背景（都市部と農村部、

公的医療機関の充実度、県保健局の実施体制）には様々なバリエーションがあり、これら

の活動を総括することにより州内他県や他州での結核対策への貴重な教訓を残すことが可

能である。そのため、プロジェクトとして、残りの期間内でこの視点に基づいた活動の総

括を行い、結果をパ国側に提出することが望まれる。 
 

（２）オペレーショナル・リサーチに関して 
現在に複数のオペレーショナル・リサーチが行われているが、この一部は、パ国の政情

不安からプロジェクト期間内での完成が不可能な見込みである。このため、パ国側はプロ

ジェクト終了後に、リサーチ続行のために必要な人材を割り当て、データー収集・分析・
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発表までを行う必要がある。日本側も、技術支援のために必要な人材を派遣することを検

討する必要がある。 
 

（３）外部精度管理（EQA）に関して 
外部精度管理に関しては、標準実施手順〔Standard Operating Procedures (SOP) on EQA〕

の作成をプロジェクトで行い、この内容を盛り込んだ国家ガイドラインが作成されてい

る。この実施手順は既にパンジャブ州では実用されているが、NTPに於てもプロジェクト

へのフィードバックも含め、実施手順の利用を促進することが望まれる。 
また、ニシタル医科大学における標準検査室に関しては、いまだ十分に機能している状

態ではないことから、プロジェクト期間内に技術支援を強化することが望まれる。 
 

（４）薬剤管理国家ガイドライン 
抗結核薬管理に関する薬剤管理ガイドラインは、プロジェクトの技術支援により作成さ

れたが、いまだ国家レベルの採集承認を得るには至っていない。プロジェクト期間内に承

認の上、発刊することが強く望まれる。 
 

（５）人材育成のためのJICA研修の有効利用 
人材育成のために本邦研修・第三国研修など、JICAによる研修を今後とも有効利用する

ことが望まれる。そのため、パ国側は必要な事務手続きを行うとともに、国家レベル・パ

ンジャブ州での人材育成計画を策定した上で、適切な人員を派遣することが望まれる。 

３－７ 教 訓 
（１）Capacity Development（CD）の在り方 

CDに対するパ国側との認識の差に関しては、運営指導調査・中間評価調査に際しても

問題点として挙げられてきた。カウンターパート（C/P）への技術移転を通して組織のCD
を図るJICAの理念と、合理的な役割分担でプログラムを運営しつつ組織を構築していくと

いう考えのパ国側には、大きな隔たりがあった。特に、現場での結核対策の中心的役割を

担う県結核担当官（District Tuberculosis Coordinator：DTC）の能力強化に関しては、パン

ジャブ州PTPスタッフのDTCの能力強化をめざすのがJICAプロジェクトの方向性であっ

た。しかし、NTP・パンジャブ州PTPは、USAIDの支援により全国に配置されたNational 
Program Officer（NPO）が一定期間DTCを指導することにより能力強化を図るという方針

で既に活動していた。この点は、プロジェクト活動へのC/P配置などに関しても支障とな

っていた。 
同時に、モデルエリアでの活動成果を州全体へ波及させるというプロジェクトのデザイ

ンに関しても、CDに関する見解の相違から当初はパ国側の理解は低く、プロジェクト活

動は合理的に役割分担を行った結果の対象４県における役務提供的なものという理解であ

った。 終的には、現地でのプロジェクト専門家の日頃の働き掛けにより、JICAプロジェ

クトのCDへの理解度はある程度深めることができた。また、外部精度管理・四半期会議

開催・病院とプライマリーヘルスケア施設との連携など、きちんとした根拠により成果を
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上げた活動に関しては、積極的に州全体・国全体への波及を行うようになった。 
これらの点を考慮し以下の点が教訓として残されたと思われる。 

（ａ）必ずしも通例の手法を以ってCDを図るのではなく、現地の体制を考慮した上で効果

的なCDを図るプロジェクトデザインの策定が重要である。 
（ｂ）パキスタンのような状況に於ては、モデルエリアでの成果を他の地域に波及させると

いう手法には一定の限界があり、他の手法も同時に考慮する必要があると思われる。 
（ｃ）上記2点を考慮すると、具体的には、問題を抱えている幾つかの分野に関して州全体

を対象にした能力強化をめざし、この過程で必要なパイロットを幾つかの選択した地域

で行うという手法も考慮すべきである。これにより、直接的な州レベルでのCDが可能

と思われる。 
（ｄ）この際には、プロジェクト活動をすべてプロジェクトの予算で賄う必要はなく、パキ

スタンも世界基金からの十分な予算を確保していることから、この予算を有効利用した

技術支援の方法を検討すべきである。同時に、財政負担と技術支援は切り離して考える

べきであるという認識をパ国側にも徹底する必要がある。 
（ｅ）このためには、より積極的な関連機関での連携を図る必要があり、現地事務所を巻き

込んだJICA側からの働きかけが重要である。 
 
（２）NTPレベルでの活動 

NTPレベルでの活動をプロジェクト成果の要素とする場合、ガイドライン策定・モジュ

ール作成などへのより積極的な関与が必要であり、この為には、全体的な政策アドバイザ

ー的な立場での専門家の関与も検討に値する。この点は、このような地方分権の進んだ状

況での技術協力にも通じ、国家レベルでの技術支援は、政策策定・サーベイランスも含め

た全体のプログラムモニタリング等のアドバイザー的な立場での参画が必要であると思わ

れる。 
地方分権の進んだ国では、細部の技術協力であれば州レベルを対象とする選択肢もあり

得るが、あくまで国全体を対象とした技術協力プロジェクトを実施するのであれば、この

ようなアドバイザー的立場の下に、州レベルでの必要な活動を計画するという手順も考慮

すべきかと思われる。 
 

（３）モデルエリアでの活動 
今回、パンジャブ州内の４県をモデルエリアとして選択し、DOTSの向上に向けた活動

を行った。成果達成には様々な要因が関与していることから、 終的に各県で指標を達成

したかどうかのみで活動の是非を判断することはできず、また指標の達成のみを以って活

動を評価すべきでもないものと思われる。一方で、現場に於ける結核対策の現況を考慮す

ると、活動のデザインに関しては一考の余地があったと思われる。 
特に高次病院の結核対策への取り込みに関しては、プロジェクト開始前よりPTPは重要

な課題と位置づけてきており、積極的な活動を行った結果、ラホール県での高次病院の

DOTSへの取り込みに大きな成果を上げている。プロジェクトも、これに対して 終的に

適切なオペレーショナル・リサーチを行うことにより寄与した。プロジェクトの基本的な
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枠組みが基本的なDOTSの向上にあることから、高次病院の取り込みに対する活動の優先

順位は低くならざるを得ないのが通例であるが、パンジャブ州・モデル県の実情把握の上

に包括的な結核対策の一つとして、これらの活動を当初よりより積極的に盛り込む必要が

あったと思われる。 
プロジェクト開始前の技術協力から含めると総計６年の協力であることから、この点や

モデルエリアの在り方などに関して、プロジェクト開始前のJICAの技術協力からプロジェ

クト開始に至る時点で、中間評価的な全体の活動デザインの再検討がなされることが望ま

しかった。プロジェクトの開始前に関連した協力が展開されたプロジェクトにおいては、

これら開始前の実績・課題を踏まえ、プロジェクト開始時におけるデザインの再検討を入

念に行うことが必要である。 
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