
 
 

第 6章 カザフスタン共和国セミパラチンスク地域医療改善計画 

評価結果要約表 
外部評価者：インテムコンサルティング株式会社 前川 晶 

１. 案件の概要 
国名：カザフスタン 案件名：カザフスタンセミパラチンスク地域医療改善計画 
分野：保健・医療 協力形態：技術協力プロジェクト 

協力金額：3.73 億円 所轄部署： 
医療協力部 医療協力第二課 
(現：人間開発部 第三グループ) 

先方関係機関：保健省 (MOH)、東カザフスタン州保健局 (EKS)  

日本側協力機関：長崎大学、広島大学、大分県立看護科学大学、（財）

放射線影響研究所、（財）広島原爆被害者対策協議会 
協力期間： 
2000 年 3 月 20 日～2005 年 6 月 30
日 他の関連協力：無償資金協力（セミパラチンスク地域医療機材整備

計画） 
1-1. 協力の背景と概要 

カザフスタン共和国（以下「カザフスタン」と記す）のセミパラチンスク周辺地域では、旧ソビエト時

代に約 40 年間にわたり合計約 470 回の原水爆核爆発実験が行われた。そのため、同地域の地下水、土壌

並びに周辺住民の生活環境の悪化を招いた。1997 年の国連総会において同地域に対する支援が満場一致で

決議され、翌 98 年の総会で日本政府が国際会議「セミパラチンスク支援東京国際会議」の開催を表明し

た。具体的には、日本は同地域に対する医療支援を行うこととし、同会議において世界に対し、技術協力、

無償資金協力による支援方針を説明した。 

これを受け JICA は 2 回の事前調査を行ったうえで、2000 年 3 月に技術協力「セミパラチンスク地域医

療改善計画」に係るミニッツの署名交換を行い、2000 年 7 月から 3 年間の計画で、セミパラチンスク市（現

セメイ市）周辺の高汚染地区に対する一次スクリーニング、精密診断、確定診断体制の確立及び診断後の

データの収集、分析への支援、研修員受入れによる人材育成並びに機材供与を柱とする技術協力を実施し

た。 
1-2. 協力内容 

プロジェクト対象地域住民を対象とした一次スクリーニングを実施し、住民に検診の機会を与えるとと

もに、地域の住民の健康状態を把握し、一次スクリーニングからその後の精密診断、確定診断の体制を改

善することを目的として、検診車による地域巡回検診、精密診断に係る細胞診断等に係る技術移転、検診

データベースの作成などを行った。 
(1) 上位目標 
セミパラチンスク市及び周辺地域の地域医療体制が改善する。 
(2) プロジェクト目標 
プロジェクト対象地域住民に対する一次スクリーニング、精密診断、確定診断体制が改善される。 
(3) アウトプット（成果） 
1)放射線が健康に及ぼす影響について地域住民と行政の理解が向上する。 

2)既存の保健医療施設と検診車を使って診断が効果的、制度的に行われる。 

3)一次スクリーニングの結果有所見者に対して精密診断が効果的、制度的に行われる。 

4)確定診断がプロジェクトで特定した疾患の確定のために実施される。 

5)一次スクリーニング、精密診断、確定診断に関するデータが蓄積される。 

6)行政が一次スクリーニング、精密診断、確定診断に関するデータを活用する。 
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(4) 投入（プロジェクト終了時）： 
日本側： 
長期専門家派遣    0 名     専門家派遣           257,397 千円 
短期専門家派遣    83 名     研修員受入                14,549 千円 
研修員受入      13 名     機材供与         63,658 千円 

ローカルコスト負担    18,714 千円 
その他           18,560 千円 

総額 3.73 億円 
相手国側： 
カウンターパート配置 1,004 名   
土地・施設提供         
2. 評価調査団の概要 
調査者 評価分析：   前川 晶  インテムコンサルティング株式会社 業務部 部長 

2009 年 4 月 24 日 – 2009 年 5 月 2 日 
調査期間 

2009 年 5 月 15 日 – 2009 年 5 月 30 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（終了時評価時においてほぼ達成。以下は事後評価時の数字。） 
指標 1：一次スクリーニング受検者数と有所見者数 
25,186 人が一次スクリーニングを受検し、データベースに入力されている。有所見者数は不明。 
指標 2：精密診断受検者数と確定診断受検者数 
5,801 人が精密診断を受検し、うち 98 人が特定疾患であることが確定した。 
指標 3：パパニコロウ染色法40を習得した医療カウンターパート数 
協力終了後セメイ診断センターや州立がんセンターが同法の研修や技術指導を実施。協力終了後にカウン

ターパートが新たに育成した人数は不明。 
3-2.上位目標の達成状況（終了時評価時に指標が未設定であったため代替指標で評価） 
対象地域の医療機関における早期がん発見数、平均入院日数、外科手術率、術後悪化率、出産率、死亡率、

妊産婦死亡率、並びに東カザフスタン州の上級資格を持つ医師・看護師の数から判断して上位目標は達成

に向かっている。 
3-3.終了時評価での提言の活用状況 
提言 1：データベースの活用と所有権の整理 
協力終了後もセメイ診断センターでデータベースを更新し、所有権は同センターにある。他の医療機関の

必要に応じて当該データが供出され活用されている。しかしながら他の医療機関はそれぞれの目的に合っ

た独自のデータベースを構築しつつある。 
提言 2：受検者のフォローアップシステムの確立 
プロジェクトで作成したデータベースからは受検者の年齢、地域別の疾病傾向の評価はできるが、受検者

のフォローアップはできていない。 
提言 3：専門チームの結成 
小児科、神経科、消化器科の専門医による独自の検診チームを結成して巡回検診を行っている医療機関が

ある。 
提言 4：技術の普及 
パパニコロウ染色法はすべての精密診断において使用されることが保健省省令により義務化されたため、

研修等を通じて広がりを見せている。 

                                      
40 細胞診断に用いられる染色法で、この導入によって細胞診断の精度が上がり、早期がんの発見も容易に

なった。 
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4. 評価結果の概要 
4-1. 評価結果の要約 
(1) 妥当性 

妥当性は高いと評価された。プロジェクトはカザフスタンの開発政策及び日本の援助政策に合致して

おり、ターゲットグループのニーズも満たしている。プロジェクト開始当初「カザフスタン共和国 2003
年までの長期発展戦略」の優先目標の一つに「国民の健康増進」が掲げられていたこと、2001 年 8 月

の大統領令による農村部地区検診 450万人対象国家プログラムの一部を本プロジェクトが担ったこと、

セメイ市とその周辺地域住民が抱える健康問題への解決の取組は日本の「新 ODA 大綱」において重点

分野の一つに挙げられている保健分野の案件であったことなどが根拠である。 
(2) 有効性 

プロジェクト目標はほぼ達成され、上位目標も近い将来達成できる可能性が高いことから、有効性は

高いと評価された。設定されていた 6 つの成果のうち、「行政が一次スクリーニング、精密診断、確

定診断に関するデータを活用する」のみ未達成であるが、これは上位目標達成のための外部条件と整

理される。一次スクリーニングから精密診断、確定診断までの一連の検診体制は確立された。ただし、

有所見者のうち一部は経済的又は距離的な問題により、その後の診断や治療を受けることができない

ことが指摘された。 
(3) 効率性 

プロジェクトは概ね効率的に実施されたと評価された。長期専門家が派遣されなかったが、同一の短

期専門家や業務調整員が繰り返し派遣されたこと、派遣のタイミングが適切であったこと、カザフス

タン側から十分な支援が行われたこと、プロジェクト期間中を通じてプロジェクトコーディネーター

や州保健局長などに交替・変更がなかったことによって、長期専門家未派遣によるハンディをカバー

した。 
(4)  インパクト 
(a)  上位目標の達成度 

上位目標の指標としては、セミパラチンスク市（現セメイ市）にあるカウンターパート機関であった 4
つの医療機関でとっているデータと、2001 年にカザフスタン全国に先駆けて東カザフスタン州に設置

された医療情報分析センターのデータから、14 項目のデータから総合的に判断した。対象地域にある

医療機関の早期がんの発見数、特定疾患の新規発見数が増加し、精密診断・確定診断の精度が向上し

たと見ることができる。平均入院日数、外科手術率、術後悪化率、出産率、死亡率、妊産婦死亡率が

良い傾向を示しており、医療機関における医療技術の向上を意味すると思われる。また、東カザフス

タン州の上級資格を持つ医師・看護師の数などが増加傾向を示しており、これらを総合的に判断して

上位目標は達成に向かっている。 
(b)  正負のインパクト 
• プロジェクトで初めてカザフスタンに導入されたパパニコロウ染色法は、2005 年の保健省省令によりカ

ザフスタン国内の医療機関で実施するすべての精密診断において使用することが義務化された。同法に

習熟する医師は医師上級資格取得において考課上加点対象となる。 
• 対象地域の医療機関における診断精度と診断速度が向上した。 
• 対象地域における医療機関の医療従事者の診断、治療技術が向上した。 
• 地域住民が検診車や医療施設における一次スクリーニングを受ける機会が増え、住民の健康状態と疾病

の傾向が判明してきた。これによってカザフスタン保健省は保健医療分野により予算を増加させるなど
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国家政策に影響を与えた。 
• プロジェクト期間中から蓄積されてきた診断センターのデータベースは、現在も更新、追加されている

が、放射線医療環境研究所が独自に蓄積してきた 14 万人の被爆者のデータベース41と比較すると、デー

タが持つ意味は限られたものとなっており、各医療機関で共有して使用されるまでには至らない。 
• プロジェクト期間中、一次スクリーニングに関する関係各医療機関の連携・協力体制による巡回検診チ

ームは協力終了後もセミパラチンスク診断センターが核となり、東カザフスタン州保健局の調整の下で

計画的に実施されているが、各医療機関においては独自の専門検診チームも稼動しており、精密診断、

確定診断、治療に関する情報と合せ、検診データの一元的集約は困難な状況となっている。 
• 医療機関からの検診と治療に関するデータは国家の統計作成と各医療機関の予算配分決定のために医療

情報分析センターが定期的に収集する仕組が 2005 年から軌道に乗り始め、行政機関（保健省）に活用さ

れている。 
(5)  自立発展性 
(a)  政策面 

2004 年 11 月 17 日付保健省省令「国家に保障される無料の医療サービス量」付与規則によって、カザフ

スタン国民は基本的にすべての疾病の通院、入院治療、薬剤投与を無料で受けることが保障された。医療

機関で必要となる資機材・消耗品の調達や必要な修理、医療スタッフ確保のための予算も同規則に基づい

て維持、確保される。また 2006 年の保健省省令第 600 号により、がん、心臓病、婦人病（40 歳以上）、

0-18 歳の子供の疾病に関する東カザフスタン州 160 万人を対象とした一次スクリーニング費用を無料と

し、一次スクリーニングに関しても政策の上で持続性が保たれている。 
(b) 組織・人材面 
 元カウンターパートは殆ど異動することなくプロジェクト期間中と同じ組織、部署に勤務しており、プ

ロジェクトで移転された技術の持続性が保たれている。また、どの医療機関もプロジェクト終了後も元専

門家であった日本人医師と技術交流を続けており、技術の研鑽に努めている実態があるため、自立発展性

も高い。 
(c)  財政面 
財政面に関しては、東カザフスタン州の保健医療分野の予算全体額と一次スクリーニングのための予算

を見る限り、プロジェクト期間中から 2009 年まで毎年増加している。また、各医療機関の運営予算も 2005
年以降毎年増加しており、診断や治療に必要な消耗品や簡単な資機材の修理などは問題なく対応できてい

る。 
無償資金協力によって 2002 年に導入された医療機材は、カザフスタン側の努力により現地で対応可能

な部品の交換や修理を行い有効に使用され、稼動状況も良好である。しかしながらこれらの機材は耐用年

数を超えており、なおかつ使用頻度が高いため徐々に使用できなくなり修理不可能となっているものが出

始めている。根本的な機材更新の時期にきている。 
(d)  技術面 
プロジェクトにより移転されたパパニコロウ染色法の研修を受けたカザフスタン側カウンターパート

は協力終了時までに 36 名いた。その後何名増加したか実数は把握できなかったが、セメイのメディカル・

カレッジのラボ助手養成コースにおいて、診断センターの細胞形態学専門医がパパニコロウ法の研修を指

導している。同法は保健省省令によって 2005 年にすべての精密診断に取り入れなければならないことに

なったため、同法に関する研修の需要は拡大している。プロジェクトで作成したパパニコロウ染色法に関

するマニュアルは必要とされればセメイ診断センターから配布されているが、マニュアルの配布だけでは

                                      
41 セメイ診断センターと放射線医療環境研究所は一次スクリーニングのフォーマットとしては共通のも

のを使用している。放射線医療環境研究所が蓄積しているデータとしては、診断結果のみではなく被検者

の放射線リスク地域居住期間や転居先の情報などより詳細なデータが盛り込まれている。 
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初心者にとっては難しい内容であるため研修と一緒に活用される必要がある。 
データベースに関しては、担当技術者が現在もデータの追加、更新を行っている。しかしながら、全体

のサンプル数の観点から、放射線医療環境研究所が持つ 14 万人の被爆者のデータベースと比較すると、

そのデータが持つ意味は限られているのが現状で、各医療機関で共有して使用されるところまでには至ら

ない。 
(e) 運営面 
 運営面では協力終了後もセメイ診断センターがセミパラチンスク地域の住民の一次スクリーニングを

継続実施しており、検診車による地域巡回検診も行っている。同センターは今日もなお一次スクリーニン

グの中核を担っており、検診結果をプロジェクトで作成したデータベースに追加している。検診車による

地域巡回検診は、プロジェクト期間中は同センターと放射線医療環境研究所が協力し合い、がんセンター、

国立医学アカデミー付属病院、州立結核病院などが検診スタッフなどを出してうまく連携しながら実施さ

れていたが、協力終了後は徐々に各医療機関がそれぞれの目的に合う形で独自に診断と治療を行うように

なってきたため、協力期間中ほど緊密な連携の下で検診が行われているわけではない。しかしながら今日

もなお、東カザフスタン州保健局の調整の下で、セミパラチンスク診断センターを中心とした地域巡回検

診は年間 2,000 名程度継続して実施されている。 
4-2.  プロジェクトの促進要因 
(1)  インパクト発現を促進した要因 
• 精密診断で使われる細胞診断用のパパニコロウ染色法はプロジェクトで初めてカザフスタンに導入さ

れたが、日本人専門家の継続的な指導によりカウンターパートであったカザフスタンの医師、技術者に

円滑に技術が移転された。カウンターパートであった人のその後の定着率が非常に高い就労環境もあ

り、移転された技術の拡がりと、精密診断には同法を使うことが義務化されるという政策面へプラスの

影響をもたらした。人の定着率の高さはカザフスタン当局の予算面の確保に関する継続的な努力が大き

く貢献している。 
• 無償資金協力機材到着の遅れはあったものの、無償資金協力による検診車を含む医療機材が技術協力プ

ロジェクトと一体となって実施されたことにより、一次スクリーニングに関する地域巡回検診を可能と

し、それまでは十分な検診を受けることができなかった地域住民に検診を受ける機会を与え、健康状態

を把握することを可能とした。また、セメイ市にある 5 つの医療機関の診断と治療の技術を向上させた。

• カザフスタン政府並びに東カザフスタン州政府の保健医療分野の予算増加への努力が、すなわちすべて

の住民が無料で診断と治療を受けることを可能としたため、以前はセメイ市へ来て診断、治療を受ける

ことが困難であった地域住民に、セメイ市で診断と治療を受けることを可能とした。 
 
(2)  自立発展性を促進した要因 
• カザフスタン保健省、東カザフスタン州保健局の予算が毎年増加されていることにより、継続的な一次

スクリーニングの実施と、医療機関における精密診断、確定診断、並びに治療の数が増加している。ま

た、予算の増加が各医療機関における消耗品購入、資機材の維持管理・修理、部品調達などに貢献して

いる。 
• 延べ 1,004 名に上る協力期間中のカウンターパートがほぼそのままそれぞれの機関で同じ業務を継続し

ている。このことが各医療機関における事業の継続性に貢献している。 
 
4-3.  プロジェクトの阻害要因 
(1)  インパクト発現を阻害した要因 
• 検診データの一元的管理はデータベースの共有化は終了時評価時の提言の中に含まれていたが、それは

実現されていない。プロジェクト実施期間中はプロジェクトが調整役となり、各医療機関の連携協力を
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引き出して地域巡回検診が実施されたが、協力終了後は東カザフスタン州保健局が調整役として努力し

ているものの、協力期間中ほど関係各機関の連携協力の程度は強くはない。そのため、検診データは各

機関が独自に管理しており、各医療機関の必要に応じてデータの提供が行われている。これは各医療機

関の専門性からそれぞれの目的に応じて出た動きである。 
(2)  自立発展性を阻害した要因 
• 自立発展性を阻害した要因は特にない。 
 
4-4.  結論 
本プロジェクトは、カザフスタンと日本双方の良好な協力体制の下で円滑に技術移転が進められた。評

価 5 項目による評価結果としては、妥当性、有効性、効率性は高く、プラスのインパクトも多い。また自

立発展性も高い。 
計画されたインパクトとしての上位目標、すなわち地域医療体制の改善は東カザフスタン州保健局や関

連医療機関のデータから判断する限り実現に向かっていると言える。しかしながら、より一層の地域医療

体制の改善のためには、検診や治療のデータを一元化することが望ましい。 
2005 年の終了時評価時に提言として盛り込まれた構築された検診データベースの共有はなされていな

い。このため、事後評価時までに同データベースに蓄積された 25,186 人分のデータは医療機関によるその

後の診断や治療や行政による検診計画の作成には十分活用されているとは言えない。しかしながら、同じ

く終了時評価時の提言として盛り込まれていた専門の検診チームによる検診という点では、関係医療機関

がそれぞれの専門性を生かした検診を展開しており、医療機関間の連携や調整の程度はプロジェクト期間

中よりは希薄になったものの、診断と治療の地域医療体制は各医療機関の専門性と役割分担という形で拡

がりを見せていると言える。 
 

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） 
保健省および東カザフスタン州保健局に対して： 
• 精密診断にパパニコロウ法の使用が義務化されたことにより、同法のさらなる普及、教育に努力された

い。プロジェクトで作成された同法のマニュアルは新規に同法を学ぶ者にとっては難しい内容であるた

め、研修・教育が必要である。 
• 2005 年の終了時評価の結果提言された診断データの共有化が実現していない。今後引き続き検討し、診

断データが洩れなく治療と住民の健康管理に結びつき、各医療機関が同じデータを活用できるような統

一されたデータベースのシステム構築が望まれる。 
• カザフスタン保健省、東カザフスタン州保健局、関係各医療機関の予算面、機材維持管理に関する技術

面の努力によって、日本から導入された医療機材は有効に使用されている。しかしながら機材の使用頻

度と耐用年数を考慮し、機材の更新のための予算面の確保に関するさらなる努力が望まれる。 
4-6.  教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に

参考となる事柄） 
• 明確な指標が設定されない限り、上位目標の到達度を測定することは非常に困難であるため、プロジェ

クト実施前、あるいは協力期間中に明確な指標を設定するべきである。同時に、コスト面、データの信

頼性、データ入手難易度を考慮した入手手段を検討していかなければならない。 
• 本プロジェクトは無償資金協力による医療機材の整備とセットで実施された案件であった。カザフスタ

ン側の交換公文署名及び国会批准手続の遅れによって、無償資金協力による機材の調達が予定よりも約

1.5 年遅れたが、結果的にプロジェクトの活動に影響が出なかったのは、細胞診断など機材を使用せずに

実施できる技術移転を研修等を通じて先に進めるなど柔軟な活動計画の変更が行われたためである。す

なわち柔軟な工程監理が必要である。 
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