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評価調査結果要約表 

 

1．案件の概要 

国名：スリランカ民主社会主義 

共和国 

案件名：健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト 

分野：保健・医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA スリランカ事務所 協力金額（評価時点）：約 255 百万円 

協力期

間 

2008 年 5 月～2013 年 3 月 先方関係機関：保健省（Ministry of Health） 

日本側協力機関：グローバルリンクマネジメント株式会社 

他の関連協力：ケラニア大学医学部、コロンボ大学他、複数の大学及び医療従事者養成学校など。 

1-1 協力の背景と経緯 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、スリランカ）は、人口の高齢化と食生活、生活習慣の変化

に伴い、1980年代から心臓疾患や脳疾患等の非感染症（Non-communicable Disease: NCD）による

死亡者数が感染症による死亡者数を上回り、2003年のデータでは、5大死因のうち4つまでがNCDで

占められていた。こうした疾病により家計の稼ぎ手である40～60代を突然失うケースも多く、また公

的医療機関においては医療費のほぼ全額が国庫負担であるスリランカにおいて、長期治療を要する

NCDの治療経費が保健医療財政の大きな負担になりつつあり、予防対策、健康増進活動を柱とした経

済的かつ効果的なNCD対策を早期に実施していくことが必要とされていた。 

 スリランカは「保健医療制度改善計画（開発調査フェーズ1）」（2002年3月～2003年11月）「保

健システム管理強化計画（開発調査フェーズ2）」（2005年10月～2007年9月）を踏まえ、10ヵ年計

画「保健医療マスタープラン（2007-2016）」を策定しており、その中で①疾病負担の減少と健康増進

のための統合的保健医療サービスの提供、②健康維持のためのコミュニティのエンパワメント等を重

点戦略として定めている。こうした状況の中、同国政府は、我が国に対して、NCD対策、特に生活習

慣病への対策について、技術協力プロジェクト「健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト」の

実施を要請した。本プロジェクトは保健省をカウンターパート（C/P）機関として、2008年5月より

2013年3月までの約5年間の予定で実施している。 

 

1-2 協力内容（本中間レビューによる PDM 変更前） 

コロンボ及びパイロット地区（クルネーガラ県メディリギリヤ地区、ポロンナルワ県ナランマラ地区）

において、保健省及び NCD 予防に関わる医療従事者を対象に NCD 予防のための実施モデル作成及

び実施支援のための技術移転を行う。 

(1) 上位目標 

NCD 予防制御のための実施戦略が、他の地域でも実施されている。 

(2) プロジェクト目標 

NCD（糖尿病、高血圧症、虚血性心疾患、脳卒中および高コレステロール血症）のための効果的かつ

効率的な実施戦略が策定される。 

(3) 成果 

1) パイロット地区において、NCD、特に心血管疾患予防・対策のための社会医学的根拠が同定さ

れる。 

2) 介入戦略が社会医学的根拠に基づいて策定、精査、確定される。 

3) プロジェクト対象地域において、NCD 対策実施のための実施体制とメカニズムが構築される。 

4) 全国レベルでの NCD 予防対策戦略の実施のための拡大計画が起草される。 

（4）投入（評価時点） 

【日本側】 

総投入額：約 255 百万円 

専門家派遣：長期専門家 11 名（研修コーディネート 2 名含む） 

研修員受け入れ：本邦研修 9 名 
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機材供与：約 204 万円（健診用機材（血圧計、グルコースメーター、同消耗品等）、事務用品（コ

ンピューター、コピー機、プリンター等）等） 

現地業務費：約 5,192 万円 

【相手国側】 

カウンターパート人員の配置：6 ポスト（人事異動による交代のため計 12 名） 

施設及び資機材の提供：プロジェクトオフィス及び備品、パイロットエリアで健診時に使用する

消耗品類（ストリップ、ランセット）等 

2．合同評価調査団の概要 

日本側調査団

員 

担当分野 氏名 所属 

総括 磯野 光夫 JICA 国際協力専門員 

協力企画 柏原 友子 JICA スリランカ事務所所員 

評価分析 井上 洋一 （株）日本開発サービス 

スリランカ側

調査団員 

Dr. S. Sridharan Director, Organizational Development, MoH 

Dr. S.R.U. Wimalaratne Director, Health Information, MoH 

調査期間 2010 年 9 月 13 日～9 月 24 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 

3-1-1 成果の達成状況 

(1) 成果 1：パイロット地区において、NCD、特に心血管疾患予防・対策のための社会医学的根拠が同定され

る。 

 成果 1 の達成度はやや限定的である。ラガマ調査 1 は、2007 年の第一回調査の補足調査及びフォローア

ップ調査を完了し、現在第二回フォローアップ調査を実施中である。回を重ねるごとに調査手法に改善が

見られ、一定程度有益な調査結果が期待できるものの、依然調査の実施要領、データ解析、血液検査の

精度等技術面にかかる課題が指摘されている。プロジェクトは再委託先のケラニア大学と協力の上、今後更

なる改善を図る必要がある。 

 

(2) 成果 2：介入戦略が社会医学的根拠に基づいて策定、精査、確定される。 

 成果 2 の達成度は概ね高い。健診ガイドラインはプロジェクト初年度に作成された後改訂を重ね、2009 年

6 月に JCC にて承認された。保健指導や健康促進のガイドラインについても取り纏められ、それぞれ 2009

年、2010年に JCCでの承認を受けている。現場レベルで利用される健診マニュアル、記録・報告フォーマッ

トやフリップチャートも作成済である。これらのガイドラインはプロジェクト対象地域での活動経験等を踏ま

え、継続的に見直しが図られる予定である。健康促進ガイドラインについては、介入戦略にかかる関係者間

の合意形成が必ずしも十分に構築されているとは言えない。プロジェクトにおいて、健康促進の到達目標、

技術手法、実施体制等にかかる協議及び合意形成を早急に図る必要がある。 

  

(3) 成果 3：プロジェクト対象地域において、NCD 対策実施のための実施体制とメカニズムが構築される。 

 成果 3 の達成度は概ね高い。ガイドラインに基づく健診活動は対象 MOH 地区に順調に導入されている。

マニュアル、フォーム類、資材類についても、若干の修正の必要性は散見されるものの概ね機能しており、

それらは今後実際の健診運用を繰り返す中で改善されてゆくものと考えられる。また、現状の健診活動は

RDHS による監督のもと、各 MOH や実施施設が自主的に実施スケジュールを組み効果的に運営されてい

る。ただし、一次医療施設の人材不足や、PHM（健診参加者のリクルートに現時点で中心的な役割を担っ

ている）の業務内容（TOR）など、実施体制については幾つかの改善点が残されている。また、健康促進の

セッティングアプローチについては、中間レビュー時点で 48 のセッティングが設定され、活動が開始されて

                                                   
1 ラガマ調査は、スリランカケラニア大学医学部がメタボリックシンドロームの有病率と診断基準を作成すること

を主目的として 2007 年に実施。ラガマ MOHエリアにて 35～64 歳の 3,000人に対し、生活習慣病のリスクファク

ターに関する質問、身体測定、血液検査等を行った。本プロジェクトでは、心血管疾患の予防と管理に関する社会

医学的基盤を抽出することを目的に、ラガマ調査の追跡調査を実施した。 
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いるが、本活動の持続性確保の観点から、人材配置、予算措置、具体的な実施手順の策定、研修モジュ

ールの作成などといった実施メカニズムを構築する必要がある。 

 

(4) 成果 4：全国レベルでの NCD 予防対策戦略の実施のための拡大計画が起草される。 

 成果 4 に係る活動の多くは中間レビュー以降に予定されているため、現時点での指標の達成度を測定す

ることは困難である。 

 

3-1-2 プロジェクト目標達成の見込み 

(1) プロジェクト目標：NCD（糖尿病、高血圧症、虚血性心疾患、脳卒中および高コレステロール血

症）のための効果的かつ効率的な実施戦略が策定される。 

 プロジェクト目標の達成度は中程度である。ガイドラインやマニュアル類、フォーム類の作成など、健診に

係るプロジェクト活動の進捗は目を見張るものがあり、加えて今後もプロジェクト対象地域外への拡大によっ

て、その実行可能性は更に検証が進められる予定である。また、プロジェクト期間前半に作成された保健指

導や健康促進に係るガイドラインについても、プロジェクト対象地域での活動結果やその経験、関係者との

協議に基づいて、今後も改良が加えられる見込みである。NCD 予防対策のプロジェクト対象地域外への拡

大計画は中間レビュー以降に策定予定であるが、保健省は他の地域においても健診マニュアルやフォー

ム類、関連資材を適用すべく必要予算措置を進めており、啓発用ポスター配布を決定する等全国展開に

向けた準備が着実に進められてきている。ただし人材不足や PHM の役割等といった課題に加え、健診やリ

ファラル／バック・リファラルの情報システムの構築、健診への男性参加者の向上、プロジェクトで得られる便

益の展開に向けた基盤作り（成果 4 に対応）などについては、プロジェクト期間後半において、プロジェクト

目標達成に向けて、スピード感を持って実施される必要がある。 

 

3-2 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

スリランカでは人口の高齢化に伴い疾病構造の転換期にあり、ここ 10 年の NCD による死亡率は急速に

上昇している。これに応じて、保健省は保健政策の中で NCD の予防や対策事業を優先課題として位置づ

け、「The National Policy & Strategic Framework for Prevention and Control of Chronic Non-communicable 

Diseases 2009」や「the National Health Master Plan 2007-2016」の中でも NCD 予防対策が国家保健政策の

中で優先課題であることを示している。また、保健省は、心血管疾患（冠動脈性心疾患、脳血管疾患および

高血圧症）、慢性呼吸器系疾患、および慢性腎疾患を慢性 NCD として上記政策文書の中で定義してい

る。 スリランカ保健政策の中での NCD 対策の目標として、エビデンスに基づいた治療サービス向上、危険

因子の低下を目的とした個人やコミュニティに対する健康促進の拡大を通して、今後 10 年間にわたり慢性

NCDによる若年死（60歳未満）の毎年2％の減少を掲げている。以上より、NCD対策を優先課題として位置

づけるスリランカ保健政策との整合性は非常に高い。また、保健省や RDHS、MOH 等だけでなく、医師や看

護師、PHM、PHI や NCD 対策に関係する実務レベルの保健人材に対する能力強化のニーズにも合致す

る。さらに、意識改善や治療機会の創出の観点から、プロジェクトの実施はスリランカ住民に対しての裨益も

大きいと考えられる。 

 我が国の「対スリランカ国別援助計画（平成 16 年）」には、保健分野においてスリランカを南西アジア地域

における南南協力の拠点として位置付け、今後も然るべき協力を実施して行くことに加え、スリランカは開発

途上国の中では例外的に高齢化が進んでおり、社会福祉サービスの拡充支援が必要である旨言及されて

いる。JICA の対スリランカ国別援助実施方針においても、保健分野の向上が支援の優先課題の１つに位置

付けられており、疾病構造転換への対応と保健医療財源の適切な活用による効率的かつ持続可能な保健

医療制度の構築、保健医療サービスの地域間格差の是正が JICA 支援の基本方針として示されている。以

上より、NCD 予防対策の効果的・効率的な実施戦略の策定を目標とする本プロジェクトは、我が国の援助

政策や JICA の援助実施方針とも合致するものである。 

 保健省の定める慢性 NCD のうち、心血管疾患や糖尿病などの代謝性疾患の罹患率は近年急激に上昇

していることから、本プロジェクトの対象疾患として心血管疾患や糖尿病を選択したことの適切性は高い。ま
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た、心血管疾患に起因する死亡率は他の疾患に比較しても高く、糖尿病については三大合併症（糖尿病

性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症）をはじめとする様々な合併症へと進行し慢性の経過を辿る

ため、患者本人だけでなく、医療費への負担も大きくなる。心血管疾患および糖尿病を NCD 対策の切り口

として選択することの適切性は高いと考えられる。 

 

（2）有効性：概ね高い 

 健診／保健指導の分野において、ガイドラインやマニュアル類、他の関連する資材が作成され、また、実

施システムの構築においても目覚ましい進捗が認められる。技術的に改善すべき点は幾分残されている

が、中間レビュー時点という時期を考えれば、その進捗は期待以上の成果を上げており、健診に関連した

活動に限定すれば、プロジェクト目標の一部は既に達成しているとも考えることができる。さらに、保健省は

健診活動の他の地域（全国レベル）への展開を計画しており、プロジェクト半ばにもかかわらず、プロジェクト

作成の健診マニュアルやフォーム類、他の関連資材を活用しようと具体的な申し出を受けている。 

 他方、健康促進に係る関連活動をより進展させるためには、関係者間の合意形成などの残された問題に

対するプロジェクト期間後半での積極的な取り組みを行う必要がある。特に、実際の健康促進活動の技術

的な実施手法をどのようにするか、プロジェクト期間終了時の到達点をどこにおくか、などの問題について

は、関係者間の更なる議論が必要であると考えられる。現時点でのスリランカの健康促進活動の現状を考

慮すれば、関係者間の意思統一のもと具体的な実施体制の確立が必要であり、特に健康促進を担当する

人材育成メカニズムやモニタリング評価体制の構築についても、プロジェクトの残りの期間で優先的に取り

組まれることが期待される。 

 なお、ラガマ調査による心血管疾患の危険因子の同定は、NCD 対策モデルの構築の社会医学的根拠な

いし参考情報として使用すべく計画された。しかしながら、保健省は NCD 対策モデルにおいては

「WHO-Package of Essential NCD (WHO-PEN)」の心血管疾患に対する危険因子チャートを暫定的に適用

している上、またラガマ地区における数年間の調査結果を全国に適用することに対する疑問が呈されたこと

から、当初の意図は部分的に損なわれる結果となった。他方、ラガマ調査におけるコホート研究は、スリラン

カのみならず南西アジアを含む開発途上国における新規性が非常に高く、本中間レビューの合同評価チ

ームや日本人専門家の提言を受け、データの正確性や信頼性、費用効率性の向上に向け、研究デザイン

を修正した上で継続されることが望ましいと考えられる。正確かつ信頼性の高い社会医学的根拠が創出さ

れれば、得られたエビデンスは本プロジェクトの実施だけではなく、保健省の政策や戦略決定にも大きく裨

益するものと考えられる。 

 

（3）効率性：概ね高い。 

JCC による管理体制、TWG やサブグループによる技術管理体制のもと、プロジェクトの進捗は概ね効率

よく管理されていた。プロジェクトの最高意思決定機関である JCC は定期的に開催され、プロジェクトの実際

の活動を通じて生じた様々な問題がタイミングよく協議されており、迅速な対策の実施に貢献している。JCC

のメンバーは NCD 予防対策に直接的、間接的に係わる様々な組織から構成されており、NCD 対策の関係

者間の効率的な共通認識の形成に貢献している。しかしながら、JCC と TWG で構成メンバーの多くに重複

が認められるため、より効率的なプロジェクト管理に向けて、それぞれの組織の機能の見直しや、必要に応

じて体制の再構築なども検討の余地があるものと考えられる。 

プロジェクト活動の現場レベルでの進捗管理は、RDHS や MOH、現地採用のプロジェクト職員によって

管理されている。RDHS や MOH の担当者は頻繁にサイト視察を行い、必要に応じて指導もなされており、

順調なプロジェクト活動の進捗のみならず、プロジェクト活動の品質管理にも貢献している。 

プロジェクト期間の 1 年次はプロジェクト活動のコンセンサス形成や信頼関係の構築に時間が割かれ、

具体的なプロジェクト活動の開始に遅れが生じていたが、2 年時以降は JCC を通じた関係機関間の緊密な

連携が測られ、カウンターパートのモチベーションの向上も図られたため、プロジェクト活動は大きく進捗し

た。よって、1 年次に生じた活動の遅延は、中間レビュー時点においてプロジェクトとしての全体的な進捗を

大きく阻害するようなものではなかったと言える。 
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供与機材や研修受け入れも効果的に投入され、有効に活用されている他、保健セクターにおける他の

プロジェクトとの連携も十分に行われている。 

他方、ラガマ調査や健康促進にかかるTOT等については、其々ケラニア大学医学部、健康促進基金へ

の再委託により実施し、一定の成果が得られているものの成果品については不十分な点があり、結果的に

プロジェクトに予期せぬ追加予算や時間の消費をもたらす結果となった。 

 

（4）インパクト：高い。 

現時点でのプロジェクトの実績から上位目標の達成見込みを正確に外挿することは困難ではあるが、上

位目標である「NCD 予防対策のための実施戦略が、他の地域でも実施されている」がプロジェクト終了後 3

〜5 年で達成する見込みは期待できると考えられる。保健省は独自予算で、本プロジェクトが作成した健診

マニュアルや関連資機材の他州での適用に向けた予算措置を行っており、健診のプロジェクト対象地域外

への拡大はすでに開始されようとしている段階に到達している。しかしながら、健診実施体制やマニュアル、

関連資材に対する実行可能性は検証段階であり、プロジェクト期間が終了するまで継続される予定であるこ

とから、保健省が具体的な健診活動の展開を実行する際には、プロジェクト関係者と慎重に内容を協議す

ることが望ましい。特に、PHM の TOR や健診実施に必要な人材、具体的な運用経費などに関しては、本格

的な全国展開に先立って包括的なコスト分析を実施し、実効性を検証しておく必要があると考えられる。ま

た、それらの分析には、TOT や他の研修経費についても分析に含めておく必要があると考えられる。したが

って、コホート調査、健診／保健指導、健康促進に関わる活動のコスト分析は、人材措置や他の必要なリソ

ースも含めて、プロジェクト期間の後半での重要な課題となるものと考えられる。 

その他、プロジェクトでは中間レビュー時点までに、延べ 17 名のプレ・インターンシップ中の新卒医師を

現地採用プロジェクトスタッフとして雇用しており、プロジェクトの管理業務に従事させている。日常業務を通

じて、彼らはNCD予防対策の実地運用に関する知識、経験を得ることとなり、そのことは彼らの医師としての

NCD 関連のトレーニングとしても考えられ、間接的には将来のスリランカ国民の健康にも貢献するものと考

えられる。 

また、現場で働く保健人材の個人的な印象の域は出ないものの、健康的な食生活や運動、禁煙などの

健康的な生活スタイルに関して、住民の知識や態度、行動（KAP）が向上したと感じている。したがって、プ

ロジェクト終了までに直接的に KAP の変化をモニターできる直接的な指標（設定不可能であれば間接指標

でも） を用いる等、保健指導や健康促進のインパクトを測定することが望ましいと考える。 

中間レビュー時点で、プロジェクトの実施に起因する負のインパクトは観察されない。しかしながら、プロジ

ェクト活動が進展するにつれ、健診の実施によって新規の患者や高リスク者の数は増えるものと考えられ、

一次医療施設やリファー先となる二次医療施設のスタッフの業務負担や、将来的な一過性の医療費負担

の増大が危惧される。 

 

（5）継続性：高い。 

 中間レビュー時点においてプロジェクトの持続性を正確に予測、外挿することは困難であるが、総合的に

は政策的、財政的、技術的観点からの分析は以下のとおり。ただし、プロジェクトの総合的な持続性は、プ

ロジェクト期間の後半で予定される活動の成否に大きく左右されるものと考えられる。 

  ＜政策・制度的側面＞ 

 NCD 予防対策の優先性については、「The National Policy & Strategic Framework for Prevention and 

Control of Chronic Non-communicable Diseases 2009」や「the National Health Master Plan 2007-2016」の

中で明確に述べられており、スリランカ保健政策の優先性を独占するような予期しない健康関連事象や新

たな状況が惹起されることが無ければ、プロジェクト終了後もプロジェクト由来の便益の持続性は期待出来

るものと考えられる。 

 ＜財政的側面＞ 

 プロジェクトは将来の持続性を考慮し、これまでのプロジェクトの費用効率性を強く意識した活動を継続し

ており、健診／保健指導、健康促進活動そのものの運営費用は保健省の独自予算で賄うことが可能であ

ると考えられる。しかしながら、NCD 対策活動の展開には研修開催費用や人員措置、資機材の調達費用

などの初期投資を考慮する必要がある。また、健診活動の全国展開に伴う新規患者の増加による一過性
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の医療費増大も考慮する必要があると考えられる。したがって、今後、プロジェクト活動が進展するにつれ

て、実際のプロジェクト活動を通じて得られる情報に基づいたコスト分析の重要性は増し、コスト分析に関わ

る活動はプロジェクトの残りの期間で優先的に進められることが期待される。 

 ＜技術的側面＞ 

 保健省やプロジェクト対象地域RDHS、MOH などの管理レベルの職員は、プロジェクト活動を自主的に運

営、展開する企画力など、十分な技術力を獲得したと考えられる。また、健診や保健指導に従事する保健

人材に関しても実際の活動を継続（健診の運営）するために十分な技術を獲得しているものと考えられる。

プロジェクトでは、将来プロジェクト対象地域外の MOH エリアにも健診／保健指導を拡大することを計画し

ており、最終的な技術的持続性はプロジェクト期間終了時に検証されることとなる。健康促進に係る活動も

プロジェクト期間後半で本格化する予定であるため、健診／保健指導と同様、プロジェクト期間終了時に技

術的持続性は検証されることとなる。 

 

（6）効果発現に貢献した要因 

＜実施プロセスに関すること＞ 

・スリランカ側メンバーの主体性を醸成する実施体制 

本プロジェクトは JCC の下部組織として TWG やサブグループなど技術的な問題や具体的な作業を担当

する機関が設置されている。構成メンバーは直接的に NCD 対策に関与するメンバーだけではなく広く多

方面からの参加者を得ており、効果的かつ効率的な情報共有に大きく貢献している上、スリランカ側メンバ

ーによる主体的な活動の実施、及びインパクトや持続性の向上に寄与していると考えられる。 

 

(7) 結論 

 今回の中間レビューでは、健診・保健指導・健康促進に必要なガイドラインやマニュアル類、フォーム類

の作成、及びパイロット地域での健診導入の他、プロジェクト対象地域外（全国）への展開に向けた取り組

みが進められる等、高い達成度が確認され、5 項目評価は概ね高い評価結果が得られた。ラガマ調査の

質の向上、健康促進の介入アプローチにかかる合意形成、プロジェクト対象地域での活動等を踏まえた

NCD 対策モデルの構築、全国展開に向けた実施体制の構築などについてはプロジェクト後半期にて重点

的に取り組む必要がある。また、プロジェクトの進捗状況や評価結果を踏まえ、本中間レビュー調査

期間中にプロジェクト目標を含めた PDM の改訂にかかる協議を行い、改訂版 PDM が 2010 年 9

月 24 日開催の第 7 回 JCC で承認された。 

 

3-3 提言 

(1)  プロジェクト実施体制として、JCC、TWG、サブワーキンググループが構成され、マニュアル作りなどのサ

ブワーキンググループが実際の作業を行ってきた。サブワーキンググループの数が多いこともあり、各グ

ループの活動が必ずしも有機的に取りまとめられていたとは言い難い。このため、上位に位置する TWG

が、サブワーキンググループの活動の取りまとめ役を果たすことが重要である。 

(2) ラガマ調査は、適切に実施されれば極めて有用な情報を提供可能であり、途上国における初めての本格

的なコホート調査として価値のあるものとなる。そのため、ケラニア大学は対象者追跡の強化や分析の深

堀調査等、質を上げるように係る努力をする必要がある。また、将来的に長く持続できるための調査方法

検討が期待される。 

(3) 上記の条件が満たされることを前提に、調査への継続的な技術的・財政的支援が望まれる。より効果的な

技術支援を行うためには、日本人専門家の投入を増やすことも考慮する必要がある。 

(4) これまでプロジェクトはプロジェクト対象地域において効果的な健診・保健指導モデルを実施してきてお

り、特に PHM が健診実施において大きな役割を担い、良好な健診参加率を残してきた。しかし、今後の

展開に向けて PHM の業務内容を検討し、必要に応じて負担の軽減を図る必要がある。同時に、将来的

には極力投入を抑えた実施体制を検討していく必要がある。 
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(5) 効果的な生活習慣病予防体制の構築には、コスト分析が必須である。その際には、単に健診・保健指導

実施のみでなく、増加する症例の治療費なども含めた包括的な分析が必要である。 

(6) 同じく、効果的な NCD 対策の実施には、リスクを持った未病者が有病者になることを防ぐことが重要であ

る。現時点では、このような対象に対する保健指導が十分に実施されておらず、そういった体制の構築が

重要である。 

(7) 更に、健診等により発見された有病者を適切に治療することも重要であり、このためには医療サービスの

質の向上が必須である。これは、プロジェクト活動でカバーできる範疇になく、別途保健省として対策を

検討する必要がある。 

(8) 健康促進活動に関しては、スリランカにおいてはこれまで十分な経験が蓄積されてきていなかったことか

ら、実施のための人材が十分とは言えない。そのため、今後は人材育成を図るため、研修制度の整備に

も重点を置く必要がある。 

 

3-4 教訓 

(1) 本プロジェクトは JCC の下部組織として TWG やサブグループなど技術的な問題や具体的な作業を担当

する機関が設置されている。構成メンバーは直接的に NCD 対策に関与するメンバーだけではなく広く多

方面からの参加者を得ており、効果的かつ効率的な情報共有に大きく貢献しているだけでなく、スリラン

カ側メンバーによる主体的な活動の実施にも寄与しているものと考えられ、インパクトや持続性の向上に

有効なプロジェクト実施体制が構築されている。JCC と TWG で構成メンバーが重複するといった問題等

も残されているが、効率的な情報共有やカウンターパートによる主体的なプロジェクト運営を目指した

TWG やサブグループの設置は、他のプロジェクトにとっても参考になるものと考えられる。 

 

(2) 本プロジェクトでは効率的なプロジェクト活動の実施の観点から、ラガマ調査やリソースグループ養成のた

めの TOT を他の組織に委託した形で実施している。各々の活動は中間レビュー時点で一定の成果を上

げているものの、活動成果の質の問題や成果品の創出に関する問題も生じている。このことから、ある程

度業務を委託した形で活動を運営する場合にあっても、プロジェクトや関連する組織は活動の進捗や成

果を注意深くモニタリングする必要があり、そのためのプロジェクト側からの投入も考慮したプロジェクトデ

ザインを設計する必要があると考えられる。 

 

 


