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評価調査結果要約表 

１ 案件の概要 

国名：ミャンマー連邦共和国 案件名：主要感染症対策プロジェクト（延長期間） 

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 協力金額（2011年12月見込み）：2億9,100万円 

先方関係機関：ミャンマー保健省（MOH）、保健局（DOH）

HIV： 国家エイズ対策プログラム（NAP） 

 国立衛生研究所（NHL） 

 国立血液センター（NBC） 

結核： 国家結核対策プログラム（NTP） 

マラリア： 国家マラリア対策プログラム（NMCP） 

日本側協力機関： 

 HIV：国立国際医療研究センター（NCGM） 

 結核：財団法人結核予防会結核研究所（JATA） 

協力期間 
2010年1月19日～ 

2012年1月18日（2年間） 

他の関連協力： 

‐草の根・人間安全保障無償協力（血液安全、マラリア対

策のための機材供与） 

‐無償資金協力（マラリア、結核） 

１－１ 協力の背景と概要 

ミャンマー連邦共和国（以下「ミャンマー」と記す）ではHIV/AIDS、結核及びマラリアは人々

にとって対処すべき大きな脅威として認識されている。これら3疾病によって社会経済的な負担

が生じているため、ミャンマー政府は日本政府に対して技術協力を要請し、2005年1月19日から

2010年1月18日までHIV/AIDS、結核及びマラリア対策に係る主要感染症対策プロジェクトが実施

され、その後、2009年7月にフェーズ1に関する終了時評価を行い、各疾病での活動成果が確認

され、プロジェクト目標はほぼ達成しつつあるとの結論に至ったが、ミャンマー全体でみると、

依然として主要感染症が深刻な問題となっていることが再認識されたため、各疾病対策におい

てプロジェクト活動の更なる面的展開及び質の向上が必要とのことから、2010年1月から2年間

の延長期間が実施されている。 

主な内容は、 

①HIV/AIDS対策：国家エイズ対策プログラム（National AIDS Program：NAP）を強化するた

め、全国の主要な保健医療施設を対象に、国立血液センター（National Blood Center：NBC）

を中心として献血者選択システムの強化、国立衛生検査院（National Health Laboratory：NHL）

を中心とする検査施設に対するHIV検査精度の管理、NAPスタッフの能力強化を行う。 

②結核対策：国家結核対策プログラム（National Tuberculosis Program：NTP）を強化するため、

ヤンゴンとマンダレーの2管区をプロジェクト対象地域として、結核対策にかかわる人材を

対象に、プログラム運営管理能力の向上、結核検査業務の改善、官民連携1、啓発活動の促

進を行う。 

③マラリア対策：東西バゴー管区の16タウンシップ（延長フェーズからはマグウェイ管区、

ラカイン州が追加）においてGF等の大規模対策に対応できるモデル構築のために、コミュ

                                                 
1 都市部などで民間医療機関が公的機関と同様に結核サービスを担う場合、公的医療機関との連携を通じて効果的な結核対策を行う

こと。本プロジェクトでは民間医療施設関係者とのアドボカシー会議等を行っている。 
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ニティ・ベース・マラリア対策プログラム2を導入し、他地域への拡大適用を想定したパッ

ケージ開発を行うことで、国家マラリア対策プログラムの強化を行う。 

今般、本プロジェクト（延長期間）が2012年1月に終了することから、JICAは本プロジェクト

（延長期間）にかかる終了時評価調査団を派遣した。 

 

１－２ 協力内容 

HIV/AIDS対策：国家エイズ対策プログラム（NAP）を強化するため、全国の主要な保健医療

施設を対象に、国立血液センター（NBC）を中心として献血者選択システムの強化、国立衛生

検査院（NHL）とともにHIV/梅毒検査の強化、NAPスタッフの能力強化を行う。 

 

１－２－１ HIV/AIDS 

（1）上位目標 

HIV感染率が全国的に低下する。 

 

（2）プロジェクト目標 

国家エイズプログラム（NAP）が強化される。 

 

（3）成果 

①HIV及び輸血感染症（Transfusion Transmitted Infection：TTI）に係る安全血液が強化さ

れる。 

②HIV及びTTI検査の精度管理が向上する。 

③国家エイズプログラム（NAP）の能力が強化される。 

 

（4）投入（2010年1月～2011年5月末現在） 

日本側 

短期専門家：3名（延べ5名） 

補注：上記短期専門家以外に、チーフアドバイザーとして長期専門家1

名並びにプロジェクト調整専門家として3名（延べ4名）が派遣さ

れ、3疾病（HIV/AIDS、結核、マラリア）に係る技術協力プロジ

ェクトを管理・運営した。 

機材供与：11万4,000米ドル 

施設：プロジェクト専門家事務所（結核、マラリアを除く）が日本側の負担で確保さ

れた。 

ローカルコスト負担：プロジェクト共通運営管理費（HIV/AIDS、結核、マラリア共通）

14万9,000米ドル 

HIV/AIDS対策分野 活動費 10万3,000米ドル 

第三国研修（タイ）：6名（2011年2月13日～26日） 

ミャンマー側 

カウンターパート配置：主要8名〔3疾病に係る監督高官：3名（保健局長、保健局次

長、疾病対策部長）、NAP：プログラムマネージャー：1名及

                                                 
2 中央集権制によるトップダウン的な対策ではなく、コミュニティを核とした住民による対策への転換を示す。本プロジェクトにお

いては、①住民の身近なアクセスポイントとして、これまでのタウンシップ病院からその下にある RHC や SHC にて対応できるよ

うに、スタッフの能力強化と薬品等の供給を行い、予防接種拡大・強化計画、診断、治療のアクセスポイントをより身近にした、

②各タウンシップの状況に応じた対策を実施できるよう、タウンシップレベルでのマラリア対策を計画・実施するシステムを整備

した等を行っている。 
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び副部長2名、NHL：部長1名、NBC：担当責任者1名〕 

ローカルコスト支出：調査時の先方関係者の交通費等 

 

１－２－２ 結核 

国家結核対策プログラム（National Tuberculosis Program：NTP）を強化するため、ヤンゴ

ンとマンダレーの2管区をプロジェクト対象地域として、結核対策にかかわる人材を対象に、

プログラム運営管理能力の向上、結核検査業務の改善、官民連携、啓発活動の促進を行う。

（1）上位目標 

ヤンゴン及びマンダレー管区において新規結核感染がコントロールされる。 

 

（2）プロジェクト目標 

ヤンゴン及びマンダレー管区において結核対策が改善する。 

 

（3）成果 

①中央レベルにおける結核対策に関するプログラム運営管理、及び病理学データ管理の

能力が向上する。 

②結核検査サービスが改善される。 

③「ストップTB戦略」に沿った結核対策に関する能力がヤンゴン及びマンダレー管区に

おいて強化される。 

④官民連携（Public Private Partnership：PPP）が強化される。 

⑤結核対策のためのコミュニケーション・アドボカシー活動が促進される。 

 

（4）支出 

日本側 

短期専門家：3名（延べ6名） 

機材供与：3万4,000米ドル 

ローカルコスト負担：結核対策分野 活動費 13万9,000米ドル 

ミャンマー側 

カウンターパート配置：主要7名〔3疾病に係る監督高官：3名（保健局長、保健局次

長、疾病対策部長）、NTP：プログラムマネージャー1名及び

副マネージャー3名〕 

施設供与：結核分野関係者のプロジェクト用事務所 

ローカルコスト支出：プロジェクト事務所維持・管理費（電気代、電話代、水道代）、

及び調査等に係る先方関係者の交通費 

 

１－２－３ マラリア 

東西バゴー管区、マグウェイ管区、及びラカイン州において世界HIV/AIDS・結核・マラリ

ア対策基金（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria：GFATM）等の大規模対策に

対応できるモデル構築のために、コミュニティ・ベース・マラリア対策プログラムを導入し、

他地域への拡大適用を想定したパッケージ開発を行うことで、国家マラリア対策プログラム

の強化を行う。 

（1）上位目標 

マラリア対策がプロジェクト対象地域外において強化される。 
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（2）プロジェクト目標 

国家マラリア対策プログラム（National Malaria Control Program：NMCP）が強化され

る。 

 

（3）成果 

①州管区及びタウンシップレベルにおいて、マラリア対策の医療従事者の能力（報告、

供給、計画立案及び疫学分析）が強化される。 

②対象地域においてコミュニティ・ベース・マラリア対策プログラムが効果的に実施さ

れる。 

③対象地域においてマラリア流行の予測と管理システムが使用される。 

④他機関や他セクターとの協働活動が強化される。 

 

（4）投入 

日本側 

短期専門家：4名（延べ11名） 

供与機材：2万3,000米ドル 

ローカルコスト負担：マラリア対策分野 活動費 14万2,000米ドル 

ミャンマー側 

カウンターパート配置：主要7名〔3疾病に係る監督高官（保健局長、保健局次長、疾

病対策部長）：3名、昆虫媒介性疾患対策（Vector Borne Disease 

Control：VBDC）：プログラムマネージャー1名、副マネージ

ャー1名及びアシスタント2名〕 

施設供与：マラリアコンポーネント用事務所 

ローカルコスト支出：プロジェクト事務所維持・管理費（電気代、電話代、水道代）、

及び調査等に係る先方関係者の交通費 

 

２ 評価調査団の概要 

 担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 牛尾 光宏 JICA人間開発部 技術審議役 

HIV/AIDS対策 三好 知明 
国立国際医療研究センター 

国際医療協力部 派遣協力 第二課長 

結核対策 森 亨 
財団法人結核予防会結核研究所 

名誉所長 

マラリア対策 白川 千尋 
国立民族学博物館 先端人類科学研究部 

准教授 

協力計画 芳沢 忍 
JICA人間開発部 保健第三課 

主任調査役 

評価 

チーム 

評価分析 西村 邦雄 
株式会社アイコンズ 

シニアコンサルタント 

調査期間 2011年6月19日～2011年7月14日 評価の種類：終了時評価 
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３ 調査結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ HIV/AIDS 

（1）プロジェクト目標：国家エイズプログラム（NAP）が強化される。 

2010年における7つの基幹病院での献血者間のHIV罹患率は、マグウェイ管区では0.5％

を少し上回っていたが、それ以外は0.5％未満であった。しかし、2011年3月にはマグウ

ェイ管区においては0.4％に減少している。7つの基幹病院における2009年の平均は

0.43％、2010年の平均は0.26％である。 

 

（2）成果 

成果1：HIV及び輸血感染症（TTI）に係る安全血液が強化される。 

・2010年、ヤンゴン管区の7病院、カチン州の5病院、南シャン州の6病院、北シャン州の

4病院、マンダレー管区の9病院、マグウェイ管区の25病院、西バゴー管区の14病院、

東バゴー管区の14病院、カヤー州の4病院、タニンダーリ管区の3病院、サガイン管区

の18病院、ラカイン州の6病院、エーヤワディ管区の5病院及びモン州の7病院の合計127

病院献血者スクリーニングを実施している。 

・2010年2月、血液安全のための「標準作業手順書（Standard Operating Procedure：SOP）」

の内容についてコンセンサスが得られた後、同年5月にSOP最終版が完成し、2011年3

月に保健省から認可された。この血液安全のためのSOPは1,000部用意され血液安全を

実施している国内の関係病院に配布されている。2010年6月、7月及び10月にこのSOP

に基づいて、講師のための研修（Training of Trainers：TOT）が16州管区の22病院の病

理医及び医者（計58名）を対象としてNBCで実施された。その後、これらの研修講師

が2010年、2011年に5州管区で研修を実施した。 

・輸血サービスの報告書に関し、2010年は対象とする127輸血サービス機関のうち、62

機関のみ提出している（うち、21機関は正確かつ定期的に提出、8機関は不正確ではあ

るが定期的に提出、33機関は正確ではあるが不定期的に提出）。また、2011年について

は同年3月までに、対象とする148輸血サービス機関のうち、定期的に34機関が提出（う

ち、6機関は不正確）、また71機関が不定期的に提出（うち、62機関は正確なフォーム）

している。 

・2010年7月、14州管区の28病院から28名の病理医と基幹病院職員が出席して国立血液セ

ンター（NBC）において第1回会議、また、2011年2月、14州管区の29病院から職員32

名が出席して国立血液センター（NBC）において第2回会議を開催した。 

成果2：HIV及びTTI検査の精度管理が向上する。 

・2010年には302検査所（230公立病院検査所、41AIDS/STDチーム検査所、31INGO検査

所）は外部精度管理（External Quality Assurance：EQA）プログラムを実施している。

また、287検査所（15検査所は未提出）のうち、26検査所（9.1％）が異常検査結果を

出している。 

・2011年3月までにNHL、NBC、NAP及びJICA専門家が5州管区の40医療機関のAIDS/STD

チームに対し巡回指導を行った。 

・NAPとNHLと協力して開発された国家外部精度管理スキーム（National External Quality 

Assessment Scheme：NEQAS）ガイドラインは2010年5月に公的に認可された。この

NEQASに基づいて、新任時研修コースが国内の31病院の32検査所を対象に2010年9月、

NHLにて開催された。このガイドライン1,000部は2010年9月、公立病院、INGO及び国

際機関関係者に配布された。 
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成果3：国家エイズプログラム（NAP）の能力が強化される。 

・HIV/AIDS対策に係る国家年次レビューミーティング（2010年8月）、本プロジェクトの

年次レビューミーティング（2011年2月）、HIVテストキットコーディネーションミー

ティング（2010年7月、9月、11月、2011年3月）、TSGミーティング（2010年9月、2011

年3月）及び世界エイズデーセレモニーへの本プロジェクト活動紹介の出展（2010年12

月）などの通常業務の実施支援を行った。 

・ロジスティック管理分野専門家により3疾病に対する指導が行われ、HIV/AIDS等に関

して提言がなされた。 

・関連する研修として 

‐2010年9月/10月、新採用のNAP職員15名に対する新任時研修を実施した（NAPの活

動、監督の方法、STIシンドロミックマネージメント、母子感染予防、HIV予防、STD

職員の役割、VCCTの活動など）。 

‐2010年9月、ネーピードーにて41名のAIDS/STDチームスタッフに対するデータ管理

研修を実施した（データ管理の強化、HIV/AIDS・STI患者のための報告システムに

関するガイダンス）。 

‐2011年1月/2月にマグウェイ管区にて参加者47名、及び2011年2月にザガイン管区に

て参加者69名に対してSTIシンドロミックマネージメント研修を実施した。また、

各タウンシップの基礎保健スタッフ（Basic Health Staff：BHS）に対する研修が上記

研修を受けた医者により実施された。 

‐第三国研修としてAIDS/STDチームの4名と保健省職員の2名がタイ国マヒドン大学

で管理能力強化に関する研修を行った。 

 

３－１－２ 結核 

（1）プロジェクト目標：ヤンゴン及びマンダレー管区において結核対策が改善される。 

2010年のヤンゴン管区及びマンダレー管区における患者発見率（Case Detection Rate：

CDR）及び治癒率（Cure Rate：CR）は以下のとおりであり、目標（CDR>70％、CR>85％）

をおおむね達成している。 

 

2010年 
 

ヤンゴン管区 マンダレー管区 

患者発見率（CDR） 82％ 67％ 

治癒率（CR） 86％ 83％ 

    
（2）成果 

成果1：中央レベルにおける結核対策に関するプログラム運営管理、及び病理学データ管

理の能力が向上する。 

・全国結核有病率調査（National Prevalence Survey：2009年/2010年）結果は保健省と国際

機関によって公認され、今後、他国でも使用できるように結核調査のドキュメンタリ

ービデオも作成された。 

・ヤンゴン管区の結核事務所のカウンターパートは2010年11月、ベルリンで開催された

国際結核肺疾患予防連合（International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases：

IUATLD）の第41回肺疾患世界会議でJICA専門家とともに発表した。 

成果2：結核検査サービスが改善される。 

・訓練された結核検査技師数は2009年に184名であったが、2010年には237名、2011年に
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は253名に増加している。また、結核被疑者数（喀痰検査を実施した者）は2009年から

2011年にかけて以下のように増加している。 

 

結核被疑者数 2009年 2010年 2011年（Q1）

ヤンゴン管区 38,582 40,533 11,733 

マンダレー管区 16,790 18,198  5,363 

     
成果3：「ストップTB戦略」に沿った結核対策に関する能力がヤンゴン及びマンダレー管

区において強化される。 

・2010年7月、結核調査において胸部X線検査で撮影した3,110枚のフィルムの質に関する

評価を実施した。また、2011年1月、胸部X線フィルムの読影研修を33名に実施した。

・2010年、結核 /HIV予防対策活動として以下の地域において結核患者に対するHIV

（VCCT）を実施した。 

 

ヤンゴン管区 Insein N.Okkalapa Kyimyindaing Thanlyin

結核患者数 696 597 206 315 

登録結核患者数（15歳以上） 567 498 160 285 

VCCTを受入れHIV検査をした結核患者数  71 293  53 148 

VCCT検査を受けた割合（％） 13％ 59％ 33％ 52％ 

VCCT検査でHIV血液陽性結果がでた結核患

者数 
 15  16   6   9 

HIVの血液陽性率（％） 21％ 5.5％ 11％ 6％ 

      
・家庭内接触者をスクリーニングし患者を発見するため、家庭訪問し喀痰収集活動を以

下のように実施した。 

 

管 区 
結核患

者数 
接触者数

塗痰検

査数 
陽性（+） 

胸部X線

検査数 

陽性 

（CXR+）

ヤンゴン 
Lanmadaw 

（2010年9月～2011年2月）
4 1 100 0 40 1 

マンダレー 
Meikhtila 

（2010年11月～2011年4月）
282 1,183 12 1 - - 

 

成果4：官民連携（PPP）が強化される。 

・2010年8月から2011年2月までに6カ所、282名が参加者して官民連携（PPP）に関する

州管区関係者ミーティングを実施した。 

成果5：結核対策のためのコミュニケーション・アドボカシー活動が促進される。 

・結核対策の重要性・必要性を喚起するため、IEC教材として教本、DVD、ポスター、T

シャツなどを作成し、世界結核デーやその他結核対策活動で配布した。 

 

３－１－３ マラリア 

（1）プロジェクト目標：国家マラリア対策プログラム（NMCP）が強化される。 

・本プロジェクト実施による成果や発見（プルタイプ薬品供給管理システム、マイクロ

ストラフィケーション、モニタリング方法等）は、「国家マラリア対策プログラム」、
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「ミャンマー国マラリア予防対策の国家戦略計画2011-2015」「ミャンマーにおけるア

ルテミシニン抗体封じ込め（Myanmar Artemisinin Resistance Containment：MARC）の

ための戦略フレームワーク2011-2015」など、NMCPを改善するために使用された。 

・保健サービスが向上したため、2010年の公立病院におけるマラリア患者数、マラリア

による重篤患者数及び死亡数に関し、1州/3管区における公立病院の報告書によれば、

4カ年（2006-2009）平均数値より顕著に減少した。 
    

 
No. of Malaria 

inpatients 

Severe/ 

Complicated cases 
Malaria death 

Average of 4 years 2,189 274  40 
Bago East 

2010 1,283 171  12 

Average of 4 years 2,824 533  58 
Bago West 

2010 2,640 193  26 

Average of 4 years 2,457 369  67 
Magway 

2010 1,524 183  23 

Average of 4 years 3,192 1,397 146 
Rakhine 

2010 2,432   945  57  

（2）成果 

成果1：州管区及びタウンシップレベルにおいて、マラリア対策の医療従事者の能力（報

告、供給、計画立案及び病理学分析）が強化される。 

・2011年6月現在、対象地域内のすべてのタウンシップは月例報告書を定期的に州管区レ

ベルに提出し、全保健施設は月例報告書を定期的にタウンシップレベルに提出してい

る。 

・東バゴー地区において14タウンシップのうち9タウンシップが「2011年マラリア対策マ

イクロプラン」をバゴー管区VBDC事務所へ提出した。 

成果2：対象地域においてコミュニティ・ベース・マラリア対策プログラムが効果的に実

施される。 

・「早期治療（症状が出た後、24時間以内に治療を受けたマラリア患者）」に関して対象

地域では2010年において、24時間以内に11万925名（38.9％）、24時間経過後に17万4,138

名（61.1％）が診察を受け、前者は4万3,768名（38.3％）、後者は7万483名（61.7％）が

陽性であった。もう1つの指標である蚊帳の使用データは作成されていない。 

成果3：対象地域においてマラリア流行の予測と管理システムが対象地域において使用さ

れる。 

・対象地域においてマラリア早期警報システムは構築されたが、本延長期間にはマラリ

アが突発的に発生する事態は生じていないため、実際に警報システムは発動されてお

らず確認できていない。 

成果4：他機関と他セクターとの協働活動が強化される。 

・可能な限りTSGミーティングやその他援助機関ミーティングで議論しWHO、3疾病対

策基金（Three Diseases Fund：3DF）、UNICEF及びGFATM等の他開発パートナーとの情

報交換を行った。 
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３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性：非常に高い 

・ミレニアム開発目標の「ゴール6：HIV/AIDS、マラリア及びその他疾病の蔓延の防止」に

は重大疾病の1つとしてHIV/AIDSが含まれており、同ターゲット7として「HIV/AIDSの拡

大を2015年までに食い止め、その後反転させる。」との目標があげられている。また、ミ

ャンマー政府の保健戦略を規定している国家保健計画（2006-2011）には、3つの優先すべ

き疾病としてHIV/AIDS、マラリア及び結核があげられており、HIV/AIDSは第一番優先順

位に位置づけられている。 

・ミャンマーにおいてNAPはHIV/AIDS対策の主要な実施機関、またNHLとNBCは安全血液

及びHIV検査精度管理のための主要な機関である。そのような状況から、これらの機関は

本プロジェクトのカウンターパートとして妥当性が高い。 

・わが国は、民主化及び人権状況の改善を見守りつつ民衆に直接裨益する基礎生活分野（ベ

ーシック・ヒューマン・ニーズ）の案件を中心にケースバイケースで検討のうえ、実施す

ることしている。本プロジェクトは、ミャンマーの主要な罹患、死亡原因となっている3

疾病の対策に取り組むものであり、ベーシック・ヒューマン・ニーズに合致したものであ

る。 

 

 （2）有効性 

1）HIV/AIDS：非常に高い 

HIV及びTTIに対する血液安全強化（成果1）、HIV及びTTI検査に係る外部精度管理（EQA）

の改善（成果2）及びNAP職員の能力強化（成果3）は、プロジェクト目標達成（献血者の

HIV感染率が0.5％以下）に十分貢献していると判断できる。また、2010年の7つの基幹病

院での平均HIV感染率は0.26％と、プロジェクト目標は達成されている。 

2）結核：非常に高い 

中央レベルの職員の能力強化（成果1）、結核検査サービスの改善（成果2）、「ストップ

TB 戦略」に沿った結核対策及び（ Directly Observed Treatment with Short Course 

Chemotherapy：DOTS）に対する能力向上（成果3）、州管区・郡レベルでの官民連携（PPP）

の改善（成果4）及びマラリアに関する教材やDVDなどによる結核医療スタッフと結核患

者の正しい理解の促進（成果5）は、プロジェクト目標の達成に貢献していると判断でき、

プロジェクト目標はおおむね達成されている。 

3）マラリア：非常に高い 

マラリア対策関連の医療関係者の能力向上（成果1）、コミュニティ・ベース・マラリア

対策プログラムの改善（成果2）、突発的なマラリア発生に備えた予報と管理システムの整

備（成果3）及び他援助機関との協働（成果4）は、プロジェクト目標の達成に効果的に貢

献している。本プロジェクトの成果はNMCPを強化するために活用されており、また、対

象地域のマラリア罹患率や死亡率は減少している。 

 

 （3）効率性 

1）HIV/AIDS：非常に高い 

・2010年5月に保健省から追加で要請された検査薬セロディアは遅れたが、日本側からの

他機材はスケジュールどおり供与され、それらはNHLやNAPで効率的に使用されてい

る。 

・研修講師のための研修（TOT）が実施され、その受講者が研修講師となって下のレベル

の医療関係者に研修（Multiplier研修）を実施しており、効率的である。 
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・本延長期間では短期専門家のみが派遣され技術移転を行ったが、専門家不在の際はNAP

のカウンターパートやナショナルスタッフの努力により本プロジェクトが継続的に実

施された。 

2）結核：非常に高い 

・日本側からの機材はスケジュールどおり供与され、それらはNTPで効率的に使用されて

いる。 

・本延長期間では短期専門家のみが派遣され技術移転を行ったが、ミャンマー側のビザ手

続きの遅れ等により一部専門家の派遣が遅れたり中止となった。専門家不在の際はNTP

の人材不足の状況にもかかわらずカウンターパートは尽力し、またナショナルスタッフ

の努力により本プロジェクトが継続的に実施された。 

3）マラリア：非常に高い 

・日本側からの機材は基本的に現地で使いやすいものが選定されてスケジュールどおり供

与され、それらは効率的に使用されている。 

・本延長期間では短期専門家のみが派遣され技術移転を行ったが、ミャンマー側のビザ手

続きの遅れ等により一部専門家の派遣が遅れたり中止となった。当初予定のプロジェク

ト活動が遅れた際には交代した専門家の多大なる活動と技術指導、並びに専門家不在の

際はNMCPのカウンターパートやナショナルスタッフの努力により本プロジェクトが

継続的に実施された。 

 

 （4）インパクト 

1）HIV/AIDS：非常に高い 

・献血者間のHIV罹患率並びに新規HIV罹患者数が減少していることにより、近い将来、

上位目標の達成が大いに期待できる。しかし、そのためには他開発パートナーの協力も

必要である。 

・2011年3月、保健省が公認した標準作業手順書（SOP）は国内の病院等に配布されてい

る。 

・HIVテストキットコーディネーション会議へのNAPの参加等、NAPとNBCとNHLの協力

関係は維持している。 

・ネガティブ・インパクトは特にない。 

2）結核：非常に高い 

・全国結核有病率調査結果において想定以上に結核感染数がいることが判明したため、更

なる新規感染患者の発見を行う必要があるため、短期的には患者数が増加することが予

想される。しかし、発見された患者に対しDOTSを行うことで、将来的に上位目標の達

成は可能と判断される。 

・NTPの職員ではない放射線技師や心理カウンセラーが本プロジェクトの研修講師を務め

たり、マンダレーの教育病院（教育省所管）が結核患者に関する情報をNTPに報告をす

ることになるなど、他部・他省との協力関係が進んでいる。 

・ネガティブ・インパクトは特にない。 

3）マラリア：非常に高い 

・本プロジェクトの成果の一部は国家マラリア計画などの主要な部分にも使用されてお

り、プロジェクト対象地域外にも活用されることとなることから、上位目標は達成でき

ると期待される。 

・本コンポーネントで実施したGIS研修によって他コンポーネントでも使用されるように

なった。 

・保健省は本プロジェクトの成果により導入したマイクロストラティフィケーションを用
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いて、マラリアの感染リスクの高い地域を把握できるようになり、投入の規模・優先度

等がより公平に判断できるようになった。 

・ネガティブ・インパクトは特にない。 

 

 （5）自立発展性 

1）HIV/AIDS：高い 

・国家保健計画（2006-2011）及び国家HIV/エイズ戦略計画において輸血や血液製剤等を

含めた病院でのHIV感染予防が目標の1つとして掲げられており、輸血に対するHIVスク

リーニングの100％実施等の目標をあげていることから、ミャンマー側でもプロジェク

トの成果を生かし、継続的に取り組みが続けられる。 

・NAP、NHL及びNBCはオーナーシップをもって活動を行っており、カウンターパートに

は医療の知識や技術はある。 

・保健分野の予算に関し、長期的な観点からは不安定な面はあるが、保健省はこれまでと

同様に3DFやWHOの支援を受けながら必要となるさまざまなサービスを国民に提供し

ていくと考えられる。 

2）結核：高い 

・ミャンマーは結核高負担国の1つであり、ミャンマー政府は結核対策を公衆衛生におけ

る重大な問題と認識しているため、プロジェクトの成果を生かし結核対策は継続的に実

施される。 

・NTPはオーナーシップをもって活動を行っており、カウンターパートには医療の知識や

技術はある。 

・保健分野の予算に関し、長期的な観点からは不安定な面はあるが、保健省はこれまでと

同様に3DFやWHOの支援を受けながら必要となるさまざまなサービスを国民に提供し

ていくと考えられる。 

3）マラリア：高い 

・ミャンマーではマラリア感染や死亡は深刻な問題の1つであるため、ミャンマー政府が、

プロジェクトの成果を生かしつつマラリア対策を継続して実施することは確実である。

・本プロジェクト成果は国家計画などに反映されている。 

・カウンターパートの業務量は多いが、オーナーシップをもって活動している。本プロジ

ェクトで移転された技術や能力を維持・活用することができると判断される。 

・保健分野の予算に関し、長期的な観点からは不安定な面はあるが、保健省はこれまでと

同様に3DFやWHOの支援を受けながら必要となるさまざまなサービスを国民に提供し

ていくと考えられる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

本プロジェクトは、ミャンマーの国家保健政策と日本政府のODA政策に一致し、また当

初予定の5カ年におけるプロジェクト成果に基づいて実施された。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

本プロジェクトは他の援助機関（WHOなど）と連携して実施された。また、本プロジェ

クトの延長期間開始後の数カ月間、日本人専門家不在にもかかわらず、本プロジェクト関

係者（C/Pなど）は日本側関係者と連絡を取りつつ継続的にプロジェクト活動を実施してい

た。 
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３－４ 効果発現の阻害要因 

 （1）計画内容に関すること 

本プロジェクトの延長期間の開始後の数カ月間、日本人専門家が派遣されなかったため

当初の活動に影響したが、派遣後に専門家は努力して遅れを取り戻した。 

 （2）実施プロセスに関すること 

ミャンマーのビザ取得の遅延によって一部専門家の派遣が遅れたり中止となったことが

あった。 

 

３－５ 結論 

3疾病コンポーネントのプロジェクト目標は達成、もしくは達成されつつある。 

HIV/AIDS、結核及びマラリアはミャンマーにおける3つの優先すべき重大疾病とされ、各プロ

ジェクト目標はミャンマーの「国家保健計画2006-2011」や各疾病の国家戦略に沿っており適切

である。 

HIV/AIDS対策については、これまでのプロジェクトの成果を踏まえ、安全血液に関する標準

作業手順書やHIVに関する検査精度管理ガイドラインが作成され関係者に配布された。今後は、

これら手順書やガイドラインを導入する医療施設の拡大と、モニタリング等を行う必要がある。

さらに、梅毒のスクリーニングや検査精度管理についても、手順書やガイドラインを完成させ

る必要がある。 

結核対策については、巡回チーム派遣やステーション病院への検査機能の移譲等を行い、よ

り多くの患者発見を行ってきた。また、全国有病率調査が終了し、想定以上に結核患者が存在

することが明らかとなった。そのため、今後は、更なる患者発見のために、延長期間において

実施してきた活動の普及・拡大を図るとともに、更なる患者発見のためにコミュニティDOTS等

の新たな活動を展開する必要がある。 

マラリア対策については、延長期間から追加となった2州管区においてコミュニティ・ベー

ス・マラリア対策を実施するとともに、無償資金協力による機材を含めたプログラムのモニタ

リング体制を整備してきた。今後は、コミュニティ・ベース・マラリア対策やプログラムのモ

ニタリングを全国レベルで展開できるように、VBDCの実施能力の強化をさらに図る必要があ

る。また、2009年から問題となっているMARCについても継続して支援を行う必要がある。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

 （1）HIV/AIDS 

アドボカシー、研修、監督及びモニタリング、さらに血液安全のためのHIV テストキッ

トの供給・管理に関し、NAP、NBC及びNHL間の協力・協働関係を維持すること。 

・NBCに対して 

- 安全血液に関するレポーティングシステムを改善すること。 

- ガイドラインやSOPに基づき、BTSの実施状況・能力をモニターすること。 

・NHLに対して 

- HIV検査のための外部精度管理制度（External Quality Assurance Scheme：EQAS）を継続

すること。 

- 梅毒検査のためのEQASの開発を引き続き進めること。 

・NAPに対して 

- 血液安全のためのHIVテストキットについて十分な量を確保すること（特に2012年以

降）。 
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 （2）結核 

・NTBに対して 

新たに良質なDOTSの拡大とともに、全国国家結核有病率調査で明らかにされた事実を基

にして患者発見の強化を図ること。 

 

 （3）マラリア 

・VBDCに対して 

①コミュニティ・ベース・マラリア対策、プルタイプの薬品等供給管理システム、社会

科学的な調査を取り入れた現状分析、及びGISを含む情報管理システムなどの本プロ

ジェクトの成果をミャンマー国内や他疾病に活用すること。 

②本プロジェクトの成果をMARCなどの新しい課題に活用すること。 

 

３－７ 教訓 

 （1）利用可能な技術 

本プロジェクトでは広範囲で利用可能なモデル開発を念頭において活動を展開してお

り、対象地域外でも利用可能であるため、3疾病の成果は全国レベルでの対策の展開に大き

く貢献している。 

 

 （2）技術的な知識やシステムの共有 

本プロジェクトの3疾病コンポーネントの専門家派遣は短期派遣ベースであり、それぞれ

異なる時期に派遣されることがあるため、プロジェクト全体の活動状況の把握・効率的な

実施に資するべく、日本人専門家間のみならずそれぞれの機関のカウンターパート同士で

も情報共有を図ることが必要である。 

 

 （3）他開発援助機関やINGOとの協働 

さまざまな活動の重複を避けることや効率・効果的な連携を強めるために、他開発援助

機関や国際NGOと情報共有・意見交換を図ることが非常に重要である。 

 
 




