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Ⅰ 案件概要 

国名 パキスタン・イスラム共和国 

事業期間 2003 年 8 月 6 日(E/N)～2004 年 8月 25 日(完工証明)(2005 年 11 月 28 日(ワクチン検査完了日)) 

実施機関 保健省国立衛生研究所(National Institute of Health, Ministry of Health) 

事業費 E/N 限度額:240 百万円 供与額:188.9 百万円 

施工・調達 調達:岩谷産業株式会社(ロット 1)、株式会社エスイーエム(ロット 2) 
案件従事者 

コンサルタント 財団法人 日本国際協力システム 

基本設計調査 2003 年 5 月 20 日～6月 23 日 

関連案件 

1.無償資金協力:①「ポリオ撲滅計画」(1996～1999 年の各年度、2000 年度)、②「新生児破傷風
予防接種拡大計画」(1999～2001 年の各年度)、③「医療特別機材」(2003 年度) 
2.技術協力プロジェクト「EPI／ポリオ対策プロジェクト」(2006 年 9 月～2011 年 8 月) 
3.他ドナー案件:①WHO「破傷風モニタリング調査」(～2003 年)、②UNICEF「破傷風キャンペーン」
(技術訓練、運営費、モニタリング支援、国家予防注射デー支援)、③CIDA:「破傷風キャンペーン」
(運営費)、④Save the Children, USA「破傷風キャンペーン」(教材開発・作成) 

事業背景 

パキスタンは、生後 28 日未満の新生児破傷風による死亡数が約 2万 2,000 例と推定されるなど、
世界の中で新生児破傷風制圧の達成率の低い 17 カ国の 1つに挙げられていた。このような状況の
下、同国は「国家保健計画」において感染症対策を重要分野の一つとして予防接種により破傷風
をはじめとする各種感染症の削減を行っている。特に妊産婦への破傷風ワクチン接種は、新生児
破傷風を制圧するための主要計画と位置づけられており、2001 年より発症件数の多いハイリスク
地域の妊娠可能年齢の女性(15～45 歳)を対象として破傷風予防接種キャンペーンを実施してい
た。同国政府はキャンペーン実施に必要な機材の資金等について日本国政府に要請した。 

事業目的 

 新生児破傷風発症のハイリスク地域 65 県においてワクチン接種に必要な機材を調達することに
より、当該地域に居住する妊娠可能年齢の女性 1,126 万人へのワクチン接種促進を図る。なお、
基本設計調査では、対象ハイリスク地域は65県1,126万人の妊娠可能年齢の女性となっていたが、
パキスタン側実施機関によると対象は 57 県 514.7 万人を対象としていると回答があったため、実
施機関側の数字を基に評価を行った。 

アウトプット(日本側) ワクチン接種に必要な機材(ワクチン、注射器、使用済注射器廃棄箱)の調達 
Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価:  

 本事業により、ワクチン接種の必要機材(破傷風ワクチン、注射器、使用済注射器処理用の廃棄箱)が調達され、新生児破
傷風発症例が多いハイリスク地域 57 県の妊娠可能年齢の女性に対し、破傷風予防接種キャンペーンの実施が可能となった。
パキスタンの乳幼児死亡率の主な原因の一つが破傷風であり、同国にとって破傷風の制圧は国家政策の重点課題として挙げ
られていた。その中で、本事業実施の妥当性およびニーズは非常に高いものであった。同国およびドナーによる支援など様々
な努力により、近年、新生児破傷風による死亡率は低下していると報告されているが、2009 年時点で破傷風の予防接種カバ
ー率は未だ低く、現在でも乳幼児死亡率の主な原因となり、同国における重要課題と認識されている。 
 本事業実施後、他のハイリスク地域に対して同様の予防接種キャンペーン計画を策定し、また、本事業と同地域を対象と
した他の予防接種事業を連携させるなどのインパクトも発現している。一方、同国では世界ワクチン予防接種連合(以下、
GAVI)や UNICEF などの支援を受けて、予防接種要員や監督者の養成および技術的な訓練の他、JICA、WHO 等によるワクチン
の保管管理や輸送に関する研修により予防接種の実施体制が強化されている。予防接種拡大プログラム(以下、EPI)は同国
の予算優先配分分野でもあるため、財政的な自立も確保されており、本事業の効果は高い持続性を確保している。 
 以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 
<JICA への提言> 
1.本事業による必要機材の調達は、期間および事業費とも計画内に収まった。しかし、調達したワクチンの 4割は納品後保
健省下部組織である検査機関の品質検査で不合格となり、再検査等を繰り返した後、外部の検査機関による合格を得るまで
1 年以上を要してしまった。遅延の理由はパキスタン保健省側も認めるように、同国の検査機関の能力不足および検査環境
によるものであり、ワクチン自体の問題ではなかった。今後このような遅延を避けるためにも、実施国の検査機関を通過す
る必要がある場合は現地の検査能力および検査設備の環境まで含めて考慮する必要がある。そうでなければ、コストや時間
との関係も考慮しつつ、現地での検査が必要のない WHO が推奨するメーカーが存在する国でワクチンを調達する方法を考慮
すべきである。 
2.予防接種拡大に関しては引き続き同国の重要課題であり、同国保健省の能力強化の観点からもワクチン品質検査組織の能
力および施設・機材の整備強化が必要となっている。JICA として今後本分野に対して支援を行っていく場合は、他ドナーの
動向も踏まえながら、ワクチン品質検査組織に対して専門家派遣、研修供与などの技術的支援または施設の整備強化などの
支援の要否について検討すべきである。 
<制約> 
本事業で調達されたワクチンによる予防接種人数の統計はなく、また、妊娠可能年齢の女性の実績値についても実施機関
からの入手できなかった。更に、対象地域では本事業で実施された予防接種活動の他、毎年定期的な接種活動も行っており、
本事業を切り離しての定量的な効果は測れなかった。 

 

1 妥当性 

1.パキスタン国開発政策との整合性 
 「第 9 次 5 カ年計画」(1998～2003)において保健分野は重要課題となっており、特に乳幼児死亡率の減少、予防接種率の
増加が開発課題として掲げられていた。本 5ヵ年計画は現時点でも改訂されていない。同国政府が予算の優先的配分の基準



としている「社会行動計画(SAP)II(1997～2002)」においてもプライマリーヘルスケアの強化が重点分野として挙げられて
おり、その中でも「母子における予防接種率の向上」、「ポリオ根絶」、「新生児破傷風と麻疹の制圧」は重要目的に位置づけ
られている。 
2.パキスタン国開発ニーズとの整合性 
 同国乳児の主な死因として破傷風が挙げられており、死亡数は 1,000 人出生あたり 4.1 人(1999 年時点)と世界の中で新生
児破傷風制圧の達成率の低い 17 カ国の１国に挙げられていた。WHO および UNICEF は全世界で 2005 年までに破傷風を原因と
する新生児死亡者数を 1,000 人出生あたり 1人以下にする目標を掲げており、同国では目標達成のため予防接種活動を強化
する必要があった。2009 年時点で破傷風の予防接種を受けている新生児の割合は 55%、妊娠可能年齢の女性の割合は 18%と
未だ低く、現在でも新生児破傷風は乳幼児死亡率の主な原因となっている。 
3.日本の援助政策との整合性 
「対パキスタン国別援助方針(1997 年策定)」では、4 つの重点分野の一つに「社会セクター」が挙げられ、「社会行動計

画」への支援が重視されている。また、日本は 1999 年より無償資金協力で本事業と同様に破傷風予防接種拡大のための機
材を提供しており、継続的な支援を行う意義は高かった。 
 以上より、本事業の実施は、同国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており妥当性は高い。 

2 効率性  

1.アウトプット 
 ワクチン接種に必要な機材(破傷風ワクチン、注射器、使用済注射器廃棄箱)は計画どおり調達された。なお、注射器の仕
様変更があったが(針の太さを 25G→23G に変更)、これは基本設計調査後パキスタン側の要請を受けて変更されたものであ
り、機能的にも生理学的にも影響はなく、また価格への影響もなかった。 
2.事業期間 
 計画 12 ヶ月に対し、機材調達し納品までに 12 ヶ月を要し(計画値 100%)、計画通りとなった。 
3.事業費 
 所定の効果を出しながらも、計画額240百万円に対し、機材の効率的受注により実績は188.9百万円と計画内に収まった(計
画比 78.7%)。 
以上より、本事業は事業費および事業期間とも計画内に納まり効率性は高い。 

3 有効性・インパクト 

1.定量的効果 
 本事業は、破傷風感染率の高いハイリスク地域 57 県の 514.7 万人人の妊娠可能年齢の女性を対象とした予防接種キャンペ
ーンを可能とし、ワクチン接種の促進を図ることを目標としたものである。本事業で調達したワクチン、注射器などの機材
は、保健省国立衛生研究所に納品され、検品通過後 1週間以内に対象地域に配布され、破傷風ワクチン接種に活用された。
同国では破傷風ワクチン接種キャンペーン後には破傷風感染者数が下がっていると報告されており、キャンペーン実施の有
効性は高いものの、本事業による実際の裨益者数のデータは実施機関から入手できず、また、本事業はキャンペーン用の機
材であり、毎年定期的なワクチン接種も行っているため、本事業と他の関連活動を切り離した本事業単体での明確な有効性
を測る数値についての確認はできなかった。なお、本事業で調達したワクチンの一部(約 4割)は同国の品質検査機関の能力
および検査環境が影響し、検査の完了まで 1 年 3 ヶ月を要した。従って検査が遅れたワクチンは予定された 2005 年のキャ
ンペーンではなく 2006 年以降に使用されている。ただし、ワクチンの有効期限は 3年でありその効用には問題はなかった。
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
同国は本事業後新たに 48 県のハイリスク地域を対象とした同様の予防接種キャンペーンを行う活動計画を策定した。本事
業で可能となったキャンペーンの有効性が確認されたことによるものであり、本事業によるインパクトの一つである。また、
本事業で行うワクチンキャンペーンに併せて他の感染症の予防接種活動を実施するなど、他の感染症予防対策との補完関係
を可能とした。同国は将来的にはキャンペーンでの接種ではなく定期的な予防接種体制の確立を目指しており、本事業後に
は同地域においても妊産婦を対象とした定期的な破傷風予防接種体制に移行し、キャンペーンで下がった感染率を維持させ
ようとしている。しかし、女性に対して男性が予防接種を実施することが認められていなかったり、女性が夫の不在時に外
出できないなど「社会的・伝統的」なバリアによりコミュニティが予防接種に協力的でない地域もあるため、定期的な接種
による破傷風予防接種カバー率は十分な値に達していない。予防接種体制については、従来の予防接種要員の他、2009 年よ
りレディヘルスワーカー(Lady Health Worker、以下、LHW)を接種要員として育成している。GAVI および UNICEF による支援
を受けて現在までに 21,000 人の予防接種を提供できる LHW を養成しており、予防接種実施に対する体制強化が図られてい
る。 
以上より、本事業の実施により概ね計画どおりの効果発現が見られ、有効性は高い。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
 予防接種を管轄する保健省国立衛生研究所の EPI 局の人員体制は、現在でも本事業終了時とほぼ同数であり、体制は確保
されている。全国の予防接種要員は、2005 年に比べて 2009 年では GAVI および UNICEF の支援にて 1,000 人の増員がなされ
約 9,000 人となっている。全国で定期的な予防接種活動を行うには人数的にまだ足りない状態である。予防接種は、医者お
よび看護士などの医療従事者の他予防接種要員が実施していたが、2009 年よりこれまで予防接種を行うことが出来なかった
LHW にもすべての予防接種を行えるよう育成しており、運営維持管理体制は強化されている。 
2.運営維持管理の技術 
 要員・技術レベルで問題となるのは、ワクチンの管理、ワクチンの接種に関するものが大きいが、ワクチン管理および配
送に関する研修が JICA や WHO により全国レベルで行われている。また、ワクチンの保管と配送は中央ならびに地方とも WHO
の基準による専属スタッフにより実施されている。予防接種要員に対しては定期的な研修を実施し、これまで GAVI および
UNICEF の支援により予防接種要員研修 42 コース、講師研修(TOT)1,626 コースが実施され、1,119 名の予防接種要員、52,566
名の講師が養成されている。また、ワクチン接種監督者や接種要員のフォローアップ研修も実施されており技術的な問題は
ないと言える。 
3.運営維持管理の財務 
 本事業で調達した機材は消耗品であり、維持管理の費用は発生しない。EPI 実施にかかる予算は増加傾向であり、事業終了
時 200 百万パキスタン・ルピー(2003/04)から 1,500 百万パキスタン・ルピー(2008/09)に増加している。2008/9 年の支出は



1,437 百万パキスタン・ルピーであり、収支バランスが取れており財政状況は健全である。また、EPI 実施にかかる予算は
2%のみを UNICEF や WHO などの外部リソースに頼っている状況であり、財政的な自立が保たれている。 
4.運営維持管理状況 
 調達された機材はすべて使用済みである。 
 以上により、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって発現した効果の持続性は高い。

 


