
 

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：EPI/ポリオ対策プロジェクト 
分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部 協力金額（2009 年 10 月時点）：2 億 8,070

万 4,000 円 
先方関係機関： 
保健省（MOH）連邦予防接種拡大プログ

ラム（EPI）、ワクチン品質管理（検査室）

（QCL）、北西辺境州（NWFP）保健局、

４県保健局（スワット県、シャングラ県、

ブネール県、ハリプール県） 
協力機関：5 年間 

協力期間 2006 年 9 月 7 日~2011 年 9 月 6 日  
 

日本側協力機関： 
国 立 国 際 医 療 セ ン タ ー （ International 
Medical Center of Japan：IMCJ） 
阪大微生物病研究会 

１－１ 協力の背景と概要 

パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」と記す）は人口約 1 億 5,500 万人、1
人当たりの GNI600 米ドルの低所得国である。子どもの健康状況は厳しく、5 歳未満の子ども

の死亡率は対出生 1,000 人当たり 97、乳児死亡率は 78 を記録する〔2006 年時点、国際連合児

童基金（United Nations International Children's Emergency Fund：UNICEF）報告書 2008〕。予防

接種率はポリオ 65％、麻疹 67％、結核・BCG80％であり、ポリオ対策を中心にワクチンと予

防接種のための世界同盟（Global Alliance for Vaccine and Immunization：GAVI）・世界保健機関

（World Health Organization：WHO）･UNICEF 等、多くのドナーが多額の投入を行っている。

わが国は 1996 年以来、無償資金援助を通じてポリオ及び破傷風ワクチンの供与を実施して

きた。また 2001 年以降は長期・短期の専門家を派遣するとともに、機材供与・本邦研修等を

実施した。こうした実績を踏まえ、パキスタン政府から技術協力プロジェクト「EPI/ポリオ対

策プロジェクト」の要請を受けて、2006 年 9 月～2011 年 9 月までの 5 年間の予定で開始に至

った。本プロジェクトは、プロジェクト目標を「対象県における 2 歳未満の乳幼児が予防接種

を受けられるようになる」とし、イスラマバードの国立保健院（National Institute of Health：
NIH）におけるワクチン品質管理（検査室）（Quality Control Laboratory：QCL）支援と、北西

辺境州（North West Frontier Province：NWFP）政府を対象とする予防接種拡大プログラム

（Expanded Programme on Immunization：EPI）支援から構成されている。このうち EPI 支援に

ついては NWFP の 3 県（スワット、ブネール、シャングラ）を対象としており、定期予防接

種を担う女性保健従事者（Lady Health Worker：LHW）への研修実施と乳幼児の両親等に対す

る予防接種活動に係る啓発活動を中心として EPI サービスを促進することになっている。 
しかし、2007 年 5 月より、治安悪化により対象県内での活動が困難となり、活動計画の見

直しをすべく 2008 年 10 月には運営指導調査を派遣した。その結果、対象州のハリプール県が

新たにプロジェクトの対象地域として加えられることとなった。その後、治安状況は改善され

ず、ハリプール県以外の 3 県の活動は延期されたままであるものの、協力期間の中間地点を迎

え、これまでの実績を確認し、今後の協力の方向性を検討するため中間レビュー調査を実施す

る運びとなった。 



 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標：パキスタンにおける定期予防接種にて予防可能な疾患の罹患率が減少する 
（2）プロジェクト目標：パキスタンにおいて 2 歳未満の乳幼児に対する予防接種サービス能

力が強化される 
（3）アウトプット： 

1）対象県において定期予防接種（EPI）サービスが適切に実施される 
2）対象県において両親が乳幼児に定期予防接種を受けさせるようになる 
3）EPI サーベイランスが強化される 
4）QCL が強化される 

１－３ 投入（評価時点） 

日 本：     
長期専門家派遣 4 名  機材供与 約 3,400 万パキスタン

ルピー 
短期専門家派遣 9 名  在外事業強化費 約 2,680 万円 
本邦研修 12 名    
パキスタン：     
人員配置 32 名  ローカルコスト負担 約 1,620 万パキスタン

ルピー 
プロジェクト事務所、光熱費負担  

２．評価調査団の概要 

評価者 団長/総括 磯野 光夫 JICA 人間開発部 課題アドバイザー 
感染症対策 仲佐 保 IMCJ 国際医療協力局 派遣協力第一課長 
協力計画 神藤 はるか JICA 人間開発部 保健人材・感染症グループ  

保健人材課 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 2009 年 9 月 28 日～10 月 10 日 評価種類：中間レビュー 
３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）アウトプット 1 
ブネール県とシャングラ県においては、LHW 対象の定期予防接種研修について計画の

一部が実施され、シャングラ県では 52.9%、 ブネール県では 50.6%の LHW が予防接種研

修を修了した。スワット県においては、本プロジェクト実施前に UNICEF によって同様

の研修が実施されており、LHW の 48.6%が修了している。EPI テクニシャン対象の定期予

防接種リフレッシャー研修では、各対象県の EPI テクニシャンのほとんどが研修を修了し

ているが、治安の悪化により研修の成果をモニタリングするのが困難な状況であり、中間

レビュー時点では成果を見極めるのは困難な状況である。 
2009 年 4 月から活動がスタートしているハリプール県においても LHW と EPI テクニシ

ャンを対象とした研修が実施されている。 ハリプール県では 41.9%の LHW が予防接種研

修を受講中であり、2010 年から予防接種活動に参加できる予定である。 



 

（2）アウトプット 2 
スワット県では宗教指導者、ペシャワールでは州を代表する宗教指導者、イスラマバー

ドでは国際イスラム教大学の学部長や学者等とプロジェクトにおいて、予防接種に対する

イスラム教の見地等に関する対話が実施された。治安悪化により現地に入ることができな

いため、その後の宗教指導者のアクションやプロジェクトに与えたインパクトについては

確認されていない。2009 年 4 月よりハリプールでの活動が加えられ、2009 年 7 月に教師、

コミュニティーリーダー、非政府組織（Non-Governmental Organization：NGO）メンバー

の 88 名を対象とした啓発に係るセミナーがハリプールで実施された。この活動は中間レ

ビュー時の直近に行われたものであり、その成果を現時点で判断することは難しいため、

引き続きモニタリングが必要である。 
 

（3）アウトプット 3 
急性弛緩性麻痺（Acute Flaccid Paralysis：AFP）サーベイランスを利用した EPI サーベ

イランスに係る活動は、治安の悪化により延期されていることから、サーベイランスに関

する情報やデータはいまだ収集の途上にあり、中間レビュー時点でアウトプットの達成度

を確認することは困難である。 
 

（4）アウトプット 4 
QCL における品質管理能力の強化に向けて、短期専門家による「ワクチン品質管理検

査方法」や「トレンド分析」の研修に QCL の全 3 部門（ウイルス学、細菌学、化学）の

責任者である主任科学担当官や科学担当官が参加した。また、細菌学と化学分野の技術助

手が、大阪大学微生物研究会における「ワクチン品質管理技術」の本邦研修に参加した。

中間レビュー時における日本人専門家へのインタビュー結果によると、これらの研修を受

けたスタッフの知識や技術に係る能力は強化されてきている。また、プロジェクトで供与

された機材に関しては、故障がなくほとんどが使用され、ルーチンの QCL 活動からも QCL
スタッフの能力強化が示されている。よって、中間レビュー時点において、アウトプット

4 はほぼ達成していると判断される。 
 

（5）プロジェクト目標の達成度 
プロジェクトでシャングラ県の 8 行政単位（村）（Union Council：UC）において限定的

に調査した結果、2007 年の 2 歳児未満の予防接種者数と比較して、2008 年においては約

2倍に増加している。シャングラ県の 2007年の定期予防接種率とドロップアウト率は 2006
年と比較すると、著しく悪化している。しかしながら、2008 年では、両指標は改善し、

2006～2008 年にかけて判断した場合、全体的には改善傾向にある。他の 2 地域（スワッ

ト県、ブネール県）においては、上記の指標の改善は観察されておらず、理由として治安

の悪化が考慮される。それぞれの指標の結果から、シャングラ県においては限定的ではあ

るがプロジェクトの効果が観察されている。しかし、前述のとおり、プロジェクト中間レ

ビュー時点では、治安悪化のため、プロジェクトの対象地域において計画されていた活動

の一部しか行われておらず、その活動が予防接種率、ドロップアウト率にどれだけ影響を

与えているかは判断し難い。以上の状況により、中間レビュー時点でこれら対象地域にお

けるプロジェクト目標の達成状況を分析するのは困難な状況である。一方、ハリプール県

に関しては、治安は比較的良好であるものの、運営指導調査以降対象となったため、2008
年時点ではプロジェクトによる活動が行われておらず、ハリプール県におけるプロジェク

ト目標の達成度を本指標より測ることは今後の課題である。 



 

（6）上位目標の達成見込み 
中間レビュー時点では、プロジェクト目標同様、上位目標の達成見込みを予測すること

も困難である。ポリオの罹患数に関しては、治安の悪化によりポリオキャンペーン

（National Immunization Days：NID）が実施できない地域等があり、2007～2009 年にかけ

て罹患数が増加してきており、ポリオゼロが保てない状況である。また、麻疹の罹患数に

関しては 2007 年のみ各県の罹患数が著しく増加しており、データの信頼性を考慮する必

要がある（対象 4 県合計の麻疹罹患数/ 2006 年：28 名、2007 年：400 名、2008 年：22 名）。

 

（7）実施プロセス 
2006 年 10 月 30 日 NWFP マドラサ（神学校）空爆以降、自爆テロなど治安上の問題が

深刻になってきている。2007 年にはスワット県の治安の悪化に伴い保健・教育関係の活

動が制限され、2007 年 5 月以降、日本人専門家がプロジェクトサイトに立ち入ることが

できなかった。さらに、7 月以降にはペシャワールへの日本人立ち入りも不可能となり、

プロジェクトで雇用しているスタッフを現地に派遣し、対象県のカウンターパート

（Counter part：C/P）をイスラマバードに招き会議を行うなどしてプロジェクト活動を進

めていた。2008 年 3 月からは現地スタッフを雇用するなどして、スワット県を拠点に対

象県で活動するように準備してきたが、治安が回復しなかったため、プロジェクトサイト

へは出張ベースでの訪問にとどまっている。この状況を受け、JICA は 2008 年 10 月に活

動の一部見直しのため運営指導調査を派遣し、計画の見直しに加え、治安状況を考慮した

うえで新たに活動ができるプロジェクトサイトとして、候補地のなかからハリプール県を

追加することが提言された。対象県の追加は 2009 年 4 月に実施された第 2 回合同調整委

員会（Joint Coordination Committee：JCC）において承認されている。その後、中間レビュ

ー時点まで当初の 3 対象県での治安は回復せず、現在はハリプール県のみでの活動実施と

なっている。治安問題で活動ができない県以外では、 C/P との良好なコミュニケーショ

ン及び他ドナーと連携をもってプロジェクト活動が実施されている。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
パキスタンにおける EPI・ポリオ対策の重要性、 パキスタン政府の開発計画との整合

性、日本の支援政策との整合性、日本の技術の優位性に照らして、妥当性は中間レビュー

時点においても高いと判断できる。 
 
（2）有効性 

治安の悪化により、スワット県、シャングラ県、ブネール県においてプロジェクト活動

が延期され、プロジェクトのアウトプットが計画どおり出ていない状況である。それゆえ、

現時点でプロジェクトの有効性を判断するのは難しい。また同様の理由で、各アウトプッ

トのプロジェクト目標達成への貢献度を分析するのも困難な状況である。 
 
（3）効率性 

計画された投入は実施されているが、外部条件である治安状況の悪化が理由でいくつか

のプロジェクト活動が延期されており、予定された半分以下の実施状況であることによ

り、計画どおりにアウトプットが出ていない状況である。アウトプット 4 の QCL 支援に

関しては、専門家派遣と機材供与が予定どおり投入され、活動に関しても計画どおり実施

された。その結果として、指標は現時点で既に達成されており、アウトプット 4 の効率性



 

に関しては高いと判断される。 
 
（4）インパクト 

上位目標の達成見込みに関しては、治安の悪化が理由で、アウトプットレベルでプロジ

ェクトの成果が出ていない状況であり、中間レビュー時点で上位目標の達成見込みを判断

することは困難である。また、正と負のインパクトは、現時点では観察されていない。 
 
（5）自立発展性 

パキスタンの「中期開発計画フレームワーク 2005～2010 年」と国家 EPI プログラムに

おいても、プロジェクトで実施されている活動が計画されている。2009 年 11 月に新たに

改訂される予定である国家 EPI 政策においても、LHW と連携した予防接種活動は継続さ

れる予定である。よって政策レベルでは、プロジェクトの効果がプロジェクト期間終了後

にも支援されるようになっている。財政的な自立発展性に関しては、現在パキスタン政府

は GAVI等の支援を受けており、連邦 EPIの外部資金獲得に対する能力は身についている。

よって、財政面での自立発展性も見込まれる。しかしながら技術面での自立発展性は、プ

ロジェクトの残りの期間内でいくつかの分野において強化される余地がある。C/P は、既

に EPI プログラムを実施する能力をもっているが、データやワクチンロジスティック分野

のマネージメント能力が強化される必要がある。また、研修活動においては、モニタリン

グは実施されているが、モニタリング結果を用いた研修の質の改善に向けた実践が現段階

では実施されておらず、今後研修システムの構築強化が課題である。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
特になし。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

特になし。 
 
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 

対象地域における治安の悪化という外部要因によって、プロジェクト活動の実施とアウ

トプットの達成が阻害されている。 
 
３－５ 結 論 

プロジェクトはパキスタンのニーズに整合したプロジェクト計画に基づいた活動を実施し

た。しかしながら、プロジェクトは治安の悪化により対象県におけるプロジェクト活動を延期

せざるを得ず、計画どおりの十分な活動が実施できなかった。したがって、中間レビュー時点

では、プロジェクト目標の達成度を確認することは困難である。治安悪化のため、EPI に係る

データも十分とられていないことや、対象県で今まで実施されてきた活動が限定的であること

から判断して、現状のプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）

に沿った形では残りの 2 年間で、プロジェクトは限定的な成果しかあげられないことが予想さ



 

れる。このような現状に基づいて、今回の中間レビュー調査においてはプロジェクトの効果を

最大限にするために、全国を対象として実施するプロジェクト活動を追加することを先方と合

意し、PDM の改訂を行った。具体的には、本評価結果に基づいた日本・パキスタンとの協議

の結果、PDM0 を修正して PDM1 として活用していくことにプロジェクト関係者と当調査団の

間で合意した（追加された活動については、下記「提言」の（5）を参照）。 
 
３－６ 提 言 

（1）プロジェクト活動が中断されている 3 県（ブネール、スワット、シャングラ）に関して

は、治安状況が回復次第に活動を再開する必要がある。この際に、プロジェクト残り期間

が短いことや適切な指標が入手できないことから、終了時評価において活動の効果を評価

できない可能性がある点に留意する必要がある。 
（2）現在の EPI 関連の報告システムでは、LHW による予防接種数を単独で把握することはでき

ない。LHW の予防接種事業へ取り込む効果を正確に評価するためには、連邦及び NWFP／EPI
プログラムにより、この報告制度が改善される必要がある。 

（3）EPI プログラムのモニタリングのために、予防接種率のみでなく EPI プログラム全体におけ

る LHW の取り込みの評価を行う必要がある。このためには、LHW による啓発活動の効果や

副作用発生等も含めた正負のインパクトなど包括的な評価が必要である。 
（4）2009 年 4 月に開催された JCC において、ハリプール県でも EPI 強化のための活動を実施す

ることが提案された。現在、ハリプール県では順調に活動が進んでおり、今後も同様の状況が

続くと予想される。 
（5）EPI プログラム全体の更なる向上のために、連邦及び NWFP／EPI プログラムは、データ管

理・ロジステイック管理能力を強化する必要がある。このために新たに追加された活動を通し

て、プロジェクトは最大限の効果を連邦全体に普及できるようにする必要がある。 
（6）上述（4）（5）の活動は新しく追加されたものであるため、保健省（Ministry of Health：MOH）

によって、計画委員会の合意を得ることが望まれる。 
（7）プロジェクトはこれまで多くの種類の研修を実施してきているが、研修の質を向上させるた

めには、今後実施されるすべての研修にて、その効果を正確に評価し研修の内容にフィードバ

ックする必要がある。 
（8）QCL に関する活動に関しては、相応の活動の効果が確認された。今後の活動にあたり、次

回 2010 年に派遣予定である日本人専門家によりこれまでの活動のレビューが行われ、専門家

的見地からの評価がなされる必要がある。 
（9）財政面での自立発展性のために、今後とも連邦 EPI が外部資金獲得に向けた努力を継続する

ことが望まれる。 
 




