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カンボジア 

結核対策プロジェクト フェーズ２ 

外部評価者：㈱アースアンドヒューマンコーポレーション 金子 眞知 

０．要旨 
本プロジェクトは「結核高蔓延国 22 か国」の一つに指定されるカンボジアにおいて、

結核の死亡数、患者数の軽減を目的として、全国に拡大した DOTS（直接監視下にお

ける短期化学療法）の質的向上、DOTS を超えた結核対策と検査能力の強化、及びそ

れら運営管理能力の強化と人材育成等を行った。この取り組みは、カンボジアの政策

と整合したアプローチで実施されており、妥当性は非常に高い。 

プロジェクト完了時においては、住民等を DOTS に巻き込むコミュニティ DOTS や

官民連携（PPM）DOTS を普及展開するための基盤が構築され、事後評価時点ではこ

れら成果が他ドナーにより継続されていることが確認された。また、ラボの検査能力

の強化にも重点を置いて取り組んだ結果、WHO の基準を満たす結核培養ラボを国内

に 3 カ所設置することにも貢献した。さらに、上位目標の指標である全結核の有病率

および結核死亡率は、目標年である 2015 年よりも 4 年も早いペースで目標を達成して

いることが確認されたことから、有効性・インパクトは高い。一方で、協力期間につ

いては計画どおりであったものの、協力金額が計画を大幅に上回ったため、効率性は

中程度である。 

持続性については、軽症状結核、塗抹陰性結核、及び高齢者結核等の新たな課題が

明らかになる中、これに対応する体制、技術には軽度の問題がある。また、結核対策

にかかるドナー等の外部資金が減少傾向にある中、カンボジアに対する「結核高蔓延

国 22 カ国」の指定は現在も続いており、長期にわたる財務面の持続性という点では問

題があることから、持続性は中程度である。 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。  

 

１．案件の概要 

 

   

プロジェクト位置図 
（対象地域：カンボジア全域） 

 

パイロット活動の一例： 
右：バッタンバン州リファラル病院の培養検査室（検査

の能力向上等を支援した。） 
左： カンボジアへの DOTS 導入記念碑 

（同病院内に 1999 年に建立、看護婦が結核患者に結核

薬と水を手渡し、服用を見届けている。） 

首都プノンペン 
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1.1 協力の背景 

 カンボジア国（以下、「カンボジア」と記す）においては、30 年に及ぶ内戦の影響

から衛生状態や医療へのアクセスが悪化し、結核については人口 10 万人あたりの喀痰

塗抹陽性新患者の発見が 1 年あたり 130 と世界的にみても高いレベルにまで感染が拡

大した。このため、カンボジア政府は結核対策への取り組みを強化し、WHO の指導

のもと、1994 年から病院における DOTS（Directly Observed Treatment with Short-course 

chemotherapy：直接監視下の短期化学療法）の導入を図ってきたが、結核対策の質を

維持しつつ更なる拡大の必要性が高く、日本政府に支援を要請してきた。 

これを受け、JICA は 1999 年から国家結核対策プログラム（National Tuberculosis 

Control Program：NTP）をカウンターパートとする「結核対策プロジェクト」を開始

し、全国に約 900 ある保健センターで DOTS を提供できるようにすることを目標と

して協力を実施し、本来の達成目標（2005 年）より早い 2004 年までに DOTS の全国

普及を完了した。他方、質が確保された DOTS を維持すること、増大する HIV 感染

者、都市部における結核対策といった新たな問題が発生していることから、フェーズ

２の協力が要請され、2004 年から５年間の協力にて本プロジェクトが開始された。 

フェーズ１で達成された DOTS サービスの拡大と国家結核対策の基礎的能力の強

化を踏まえ、本プロジェクトでは、国家結核対策の質の改善・保証を可能にする 

 

運営能力強化、Beyond DOTS（既存の DOTS を超えた結核サービス）の導入、NTP 全

体のサービス提供システム〔中央機関としての国立結核センター（National Center for 

Tuberculosis and Leprosy Control：CENAT）、州保健局、医療圏郡、保健センター等〕の

自立発展性の強化を目指した。 

  

1.2 協力の概要 

上位目標 結核の死亡数、患者数が減少する。 

プロジェクト目標 質が高く維持可能な結核プログラムが全国で実施される。 

成果 

成果 1 国家結核プログラム（NTP）の運営管理能力が改善される。 

成果 2 
維持可能で質の高い DOTS（直接監視下における短期化学療法）

サービスが全国に広がる。 

成果 3 
既存の DOTS を超えた適切な結核サービスとそのガイドライン

が開発される。 

成果 4 
DOTS、TB/HIV（結核と HIV の二重感染）対策、調査活動に必

要な検査の質が改善される。 

成果 5 
結核対策計画を支えるための効果的な IEC/Advocacy 活動が実施

される。 

投入実績 

【日本側】 
1. 専門家派遣 30 人 
 長期専門家 3 人、短期専門家 27 人 
2. 研修員受入 20 人 
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3. 第 3 国研修 計 50 人 
4. 機材供与  65 百万円 
5. 一般業務費 182 百万円 

【カンボジア側】 
1. カウンターパート配置 
2. 合同調整委員会の設置：CENAT 所長（プロジェクトディレ

クター）、CENAT のスタッフ、州・医療圏郡・保健センタ

ーの結核スタッフ 
3. 施設・土地手配：プロジェクト専門家執務室、研修施設 
4. ローカルコスト負担：CENAT スタッフ、地方 NTP スタッフ

の活動費、管理運営費 

協力金額 7 億 8600 万円 

協力期間 2004 年 8 月 ～ 2009 年 7 月 

相手国関係機関 カンボジア保健省（MoH）、国立結核センター（CENAT） 

我が国協力機関 公益財団法人 結核予防会 

関連案件 

【短期専門家派遣】結核対策専門家派遣（1995-2000） 
【技術協力プロジェクト】結核対策プロジェクト（1999.8–2004.7） 

全国結核有病率調査を中心とした結核対策能力強化プロジェ

クト(2009.11 – 2012.11) 
【無償資金協力】国立結核センター改善計画（2000） 
【その他援助機関】 
 世界保健機関（WHO） 
 世界銀行（WB）（2008 年まで、約 10 年間支援） 
 カナダ開発援助庁(2005 年まで) 
 世界エイズ結核マラリア対策基金（GFATM） 
 米国開発援助庁（USAID）（TBCTA (2000-2005), TBCAP 

(2005-2010), TB CARE I & II(2011-2015） 
 米国疾病予防管理センター（USCDC） 
 国境なき医師団（MSF）  他 NGO 多数 

 

1.3 終了時評価の概要 

1.3.1 終了時評価時の上位目標達成見込み 

WHOのグローバルターゲット 1は、新塗抹陽性結核患者の発見率 70%が達成され、

その治癒率 85%が維持されれば、塗沫陽性結核の罹患率、有病率および結核患者が減

少に向かうであろうというものである。本プロジェクトの上位目標とプロジェクト目

標の指標は、このグローバルターゲットを踏襲しており、プロジェクト目標とした新

塗抹陽性結核患者の発見率 70%を達成し、治癒率 85%が維持されれば、上位目標であ

る塗沫陽性結核の罹患率、有病率および結核患者が減少することが期待された。 

終了時評価時において、これらプロジェクト目標は達成ないし改善されていること

                                                   
1 WHO グローバルターゲット：2006 年に WHO が発表した「ストップ結核世界戦略」にかかる計

画と目標。数値目標はミレニアム開発目標（MDGs）と関連し、「2005 年までに塗抹陽性患者の 70%
を発見し、その 85%を治癒させる」、「2015 年までに 1990 年と比較し有病率と死亡率を半減させ

る」等が設定されている。 
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が確認され、上位目標達成の基盤は整ったと判断された。また、本プロジェクトと関

係機関の協力のもとで導入された結核対策にかかる新たな事業についても、国立結核

センター（CENAT）/国家結核対策プログラム（NTP）が全国展開に着手しているため、

上位目標達成に向けて取り組みは本格化しており、実現の見込みは高いとされた。 

 

1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

プロジェクト目標には、4 つの指標が設定されていた。指標 1 の新塗沫陽性結核患

者の発見率は 2005 年に 70％を達成した。また、指標 2 の新規塗抹陽性結核患者の治

癒率はプロジェクト期間を通じて約 90％前後と高いレベルで推移し、目標とした 85%

を維持した。指標 3 の塗抹陽性肺結核の報告数は 2009 年には 2003 年の概ね 2 倍にあ

たる 8378 人を達成し、指標 4 の小児結核の報告数についても 2007 年には 1,422 人と

なり、目標の 1,268 人を達成した。 

 

1.3.3 終了時評価時の提言内容 

終了時評価において以下が提言された。 

 プロジェクトで育成された有能な人材を活用するために、新たな技術導入など

に対応可能な人材育成制度の整備が必要であることに加え、中央・地方の各レ

ベルにおけるプログラムモニタリング・評価能力、及び CENAT 主体によるサ

ーベイ・研究のデザインとデータ分析能力の向上を図っていく必要がある。 

 コミュニティDOTS 2については、CENATが関係機関の活動管理を進めつつ、質

的向上を図る必要がある。また、小児結核対策についても、本プロジェクトで

支援してきた２州をモデルとして、全国展開が可能なレベルまで質を高めてい

く必要がある。 

 レントゲン診断は、本プロジェクトおよび関係機関の支援を通じて喀痰陰性例

の診断能力の強化が図られてきたが、更に診断能力を高める必要性が専門家よ

り指摘された。喀痰塗抹検査にかかる EQA（外部精度評価）は、本プロジェク

トで整備した体制を全国に展開しつつ、実際に能力向上を図る体制の整備を行

う必要がある。 

 培養検査は、全国 3 カ所の検査室で実施が可能となった一方で、培養検査の実

施対応が限定的であり、喀痰陰性例や薬剤耐性結核の診断に有効に機能するよ

                                                   
2 DOTS 実施の方法には、病院に入院した患者の薬剤摂取をヘルスワーカーの直接監視下で実施す

る「病院 DOTS」、保健センターに毎朝患者が出向いてヘルスワーカーが患者の薬剤摂取を直接監

視する「保健センターDOTS」等がある。「コミュニティ DOTS」は、監視人がヘルスワーカーでは

なく、ある程度の指導を受けたコミュニティのメンバーが担う場合をいう。DOTS 普及の流れのな

かで、公的医療機関における DOTS だけでは住民が十分に DOTS サービスにアクセスできていな

いことが判明してきたため、コミュニティを巻き込み、DOTS at home の一種としてコミュニティ

メンバーが DOTS Watcher として患者の薬剤摂取を直接監視するコミュニティ DOTS が積極的に

導入されるようになった。カンボジアでは村落保健支援グループ（VHSG）がこの役割を担ってい

る。 
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う改善が求められる。また、培養検査室が WHO のバイオセーフティ基準を満

たせるよう継続的な能力強化が求められる。 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 金子 眞知（㈱アースアンドヒューマンコーポレーション） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2012 年 9 月～2013 年 10 月 

 現地調査：2012 年 11 月 30 日～12 月 23 日、2013 年 5 月 7 日～5 月 25 日 

 

3．評価結果（レーティング：B 3） 
 

3.1 妥当性（レーティング：③ 4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本プロジェクト開始時点にあたる 2004 年、カンボジア政府は国家開発の包括的な枠

組みとして「四辺形戦略」を発表した。本戦略では、保健・医療、教育、ジェンダー、

人口を「能力構築と人的資源開発」のための主な柱として位置付け、特に保健・医療

分野は、民間セクターの有効活用、リファラル病院や保健センターの施設拡充、及び

疾病予防、感染症対策、母子保健等を重要課題とすることが打ち出された。また、保

健省及び援助機関が参加型にて作成した最初のセクター戦略政策である「保健戦略計

画（HSP 2003-2007 ）」では、結核、マラリア、デング熱等の感染症を低減することが

優先課題として掲げられた。さらに、カンボジアの長期的開発目標を示すカンボジア

ミレニアム開発目標（CMDG、2005Update）においては、結核がエイズ、マラリアな

どと並んで感染症対策の重要課題とされ、WHO のグローバルターゲットに基づき、

塗沫陽性結核の有病率、結核による死亡率、患者発見率、治癒率にそれぞれ数値目標

が設定された。 

本プロジェクト実施中から完了時に関わる国家開発政策は国家戦略開発計画（NSDP 

2006 - 2010）であり、同計画において保健セクターは国家建設の重要な分野として位

置づけられている。また、「保健戦略計画（HSP 2008-2015）」では、周産期母子医療、

感染症疾患、非感染症疾患を３つの上位目標（HSP Goals）として設定し、感染症疾患

に含まれる結核に対しては CMDG と同じ数値目標が設定されている。さらに、保健

戦略の中で特に結核対策を示す「結核対策にかかる国家保健戦略計画(2006-2010)」に

おいても、CMDG、HSP Goals と同一の数値目標を掲げ、それらの目標値を達成する

                                                   
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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ためのアプローチとして、「直接監視下における短期化学療法（DOTS）」 の全国展開、

C-DOTS、TB/HIV、PPM-DOTS などの基本の DOTS を超えた結核対策とラボの強化、

サービスの質の向上、そのための運営管理能力の強化と人材育成が謳われている。こ

れら各対策は、本プロジェクトのアプローチと一致している。 

以上から、本プロジェクトの事前評価時点およびプロジェクト終了時点において、

本プロジェクトの目的は上記の各種政策が掲げる目標と合致しており、カンボジアの

国家政策および保健政策と非常に高い整合性を有しているといえる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

カンボジアは、1980 年代まで続いた内戦による医療システムの崩壊、国民の栄養状

態の悪化により結核感染が拡大し、WHOが緊急に結核対策を必要とする「結核高蔓延

国 22 カ国 5」の一つに指定された。この結核蔓延状態に対応するため、WHOは 1994

年にDOTS戦略をカンボジアに導入し、結核治癒率は大幅に改善された。しかしなが

ら、医療従事者の人材不足や能力強化に行き詰まりが生じるとともに、患者の多くが

20 才代～50 才代の生産年齢に分布し、結核感染の拡大が経済的問題にも直結した。さ

らに国全体の結核流行の状況が正確に把握できないために、結核対策にかかる長期的

な展望を立て難いことも問題となっていた。このため、カンボジア政府は、国家結核

プログラム（NTP）の実施機能強化と関連する医療従事者の要請等を中心とするプロ

ジェクトの実施を要請し、JICAは本プロジェクトのフェーズ１にあたる技術協力プロ

ジェクト「結核対策プロジェクト」（以下、フェーズ１と記す）を 1999 年より開始し

た。 

フェーズ１では、CENAT/NTP をカウンターパートとして、WHO が同時期に力を入

れて展開していた保健セクター全体の改革の流れを踏まえつつ、喀痰塗沫検査による

診断と、DOTS による結核治療を全国の保健センターに普及することを目指した。こ

の結果、保健センターへの DOTS の普及率はプロジェクト開始時の 0％を、プロジェ

クト完了時の 2004 年には 79%（750 カ所）まで拡大させた。またプロジェクト目標と

した結核発見率は目標の 70％を下回り 64％（2004 年）であったが、結核治癒率は 85％

以上を維持し続けた。 

他方、急速に全国拡大した DOTS には質の確保の面で課題が残ったことに加え、新

たな課題として都市部における TB/HIV 重複感染の増大（首都の結核患者の約 30％）、

官民連携(PPM)の重要性、小児結核への対応等が明らかとなり、カンボジア政府より

これらに対処すべく本プロジェクト「結核対策プロジェクト フェーズ２」が要請され

た。このため、フェーズ１からフェーズ２へと本プロジェクトが継続された経緯は明

確であり、当時の開発ニーズとも整合していたといえる。加えて、本プロジェクトの

アプローチは世界の結核対策を主導する WHO の世界戦略「Stop TB Strategy」とも整

                                                   
5 「結核高蔓延国 22 カ国」：WHO により指定された、結核の推定発生患者数が特に多い 22 カ国

を示す。これら 22 カ国が結核の新発生患者の 8 割を占めていると言われている。 
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合していたと判断される。 

また、本プロジェクトの完了後に、DOTS の全国展開が本格化する以前の 2002 年に

実施された第 1 回結核有病率調査時の結果と現在の有病率の変化を比較することを目

的に、WHO 等の国際機関との連携の下、技術協力プロジェクト「全国結核有病率調

査を中心とした結核対策能力強化プロジェクト(2009.11-2013.01)（以下、第２回結核

有病率調査）」が実施された。この結果、15 歳以上の人口 10 万人あたりの喀痰塗抹陽

性患者数は第 1 回調査結果の 437 人から 272 人にまで約 38％の減少が認められた。し

かし、DOTS 導入 20 年が経過した現在においても引き続きカンボジアは「結核高蔓延

国 22 カ国」の一つに位置付けられており、今後も結核対策に取り組んでいく必要性が

求められている。 

 

以上、本プロジェクトでは、フェーズ１終了時に残された DOTS 拡大後の質的向上、

及び TB/HIV 重複感染等の新たな課題に取り組んでおり、プロジェクトの開始時およ

び完了時ともに開発ニーズは高いといえる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

日本の「カンボジア国別援助計画」では、感染症対策、特に HIV／AIDS 政策、結

核対策並びに両者の合併症を含む対策及びマラリア・寄生虫対策への協力に積極的に

取り組んでいくとしている。また、JICA のカンボジア国別事業実施計画においても、

保健セクターを重点分野とし、結核対策は家族計画、エイズ対策と同様に優先的に対

処すべき課題としている。 

さらに、結核対策に関して日本は WHO 等の国際機関と連携してアジア地域におい

て結核対策を推進してきた実績がある。このため、日本の援助の優位性を活かし、横

断的な視点からの取組みを踏まえた本プロジェクトの手段についても適切であったと

いえる。 

 

以上より、本プロジェクトの実施はカンボジア国の開発政策、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。 

 

3.2 有効性・インパクト 6（レーティング：③） 

3.2.1 有効性 

3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

カンボジアの結核対策に対しては、WHO、MSF および日本が内戦後の混乱期にあ

る 90 年代初頭より支援を開始し、その後世界銀行、USAID、USCDC、GFATM 等の多

数のドナーや NGO が支援を本格化した。このため、各成果の達成について、本プロ

ジェクトの貢献のみを抜き出して評価することは困難な点に留意しつつ、本プロジェ

                                                   
6 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
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クトが特に重要な役割を果たした成果に注目した。 

 

1）成果 1 

国家結核プログラム（NTP）の運営管理能力が改善される。 

【成果 1 の指標】 

計画立案 
1-1：プロジェクト終了時までに、中央／地方の NTP スタッフが客観的データに基づいた

計画立案ができる。 
情報管理・モニタリング・評価 

1-2：2007 年末までに、「結核年次統計」が定期的に発行される。 
1-3：プロジェクト期間を通して、統計データが適切な時期に、適切な方法で収集される。 
1-4：プロジェクト終了時までに、特定の地域で NTP 活動がコンピューターを使って評

価・分析される。 
薬剤管理 

1-5：2005 年末までに年間の薬剤必要量が正しく把握され、MOH (カンボジア保健省)にリ
クエストされる。 

1-6：2007 年末までに、GDF(世界結核薬基金) 標準に基づいた薬剤調達ができる。 
1-7：2006 年末までに、四半期ごとの薬剤必要量が、実際の結核患者数と在庫量に基づい

て医療圏郡(OD)からリクエストされる。 
調査研究 

1-8：プロジェクト終了時までに、NTP スタッフがより少ない支援で調査を実施し、結果
を分析することができる。 

援助協調 
1-9：プロジェクトの成果や調査結果が、毎年、国際会議で発表される。 
 

成果１は、結核対策に関する計画立案、情報管理・モニタリング・評価、薬剤管理、

調査研究、援助協調等の能力を向上させることによって NTP の運営管理能力の改善

を図るものであった。本プロジェクトを通じて、主に CENAT のスタッフ、及び州保

健局（PHD）、医療圏郡（OD）のスタッフの能力強化が図られ、プロジェクト完了時

には上記 9 つの指標はほぼ達成されたことが確認された。 

具体的には、CENAT の中央レベル・州レベルのスタッフにより年間活動計画の策定

が可能となり、プロジェクト開始前との比較では計画立案能力が大幅に改善された。

また、結核年次統計についても担当スタッフに対する能力研修が実施され、プロジェ

クト中盤には遅延なく毎年発行されるようになり、統計データのデータベース化も進

められた。この結果、統計データの分析・評価、また分析結果を計画やスーパービジ

ョンに反映することが可能となった。この他、指標 1-7 に関して、2009 年には全ての

OD の 65％から実際の結核患者数と在庫量に基づきリクエスト可能となり、また保健

センター等の結核治療施設の薬剤管理の巡回指導を約 400 カ所で実施し、それらの結

果を中央レベルにワークショップを通じて情報共有を図り、計画へのフィードバック

を促進した。 

なお、成果１については、医療、ラボスタッフのトレーニング、情報管理、薬剤管

理等、一部 WHO と協力しているが、ほぼ JICA の資金で活動が行われた。 
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今回事後評価時においては、「結核対策に対する国家保健戦略計画 (TB-NSP 

2014-2021)が策定段階にあり、CENAT/NTP の中央レベルのスタッフが主導し、これま

でに実施された調査結果に基づき目標設定、実施方針等が検討されてまた、CENAT

に確認したところ、結核年次統計の定期発行は継続されており、結核患者情報管理シ

ステムも引き続き活用が行われているとのことである。結核患者数と薬品在庫量に基

づいた OD からのリクエストについては、OD 担当者から保健センターへのスーパー

ビジョンのみならず、保健センターから OD に対するリクエストを実施する等、引き

続き改善に向けた努力が行われていた。さらに、これらの改善には第 2 回結核有病率

調査の実施が貢献しており、NTP にかかる調査及び研究能力の向上に加え、現場のモ

ニタリング管理、分析・評価、報告書作成等の能力が特に向上したとの認識を CENAT

側は有している。また、第 2 回結核有病率調査の結果は、CENAT の所長等により国際

会議の場でも発表されている 

なお、第２回結核有病率調査の実施、特に現場レベルでの調査運営についてはカン

ボジア側が主体となって取り組んでおり、フェーズ１およびフェーズ２を通じて行わ

れた中央および地方レベルの NTP スタッフの能力向上を目に見える形で関係機関に

示す機会となった。 

 

以上から、成果１はプロジェクト完了時においてほぼ達成されているといえる。ま

た、プロジェクト終了後も CENAT/NTP の能力向上が引き続き強化されていることが

確認された。 

 

2）成果 2 

維持可能で質の高い DOTS（直接監視下における短期化学療法）サービスが全国に広

がる。 

【成果 2 の指標】 

DOTS の質的向上 
2-1：2005 年末までに、すべての MPA(Minimum Package Activity) 保健センターに DOTS が

導入される。 
2-2：プロジェクト終了までに、結核患者の 95％が適切な結核薬を処方される（プロジェ

クト開始当初では 90％）。 
2-3：プロジェクト終了までに、継続期にある結核患者の 90％が DOTS による薬剤投与を

受ける（同 40％）。 
2-4：プロジェクト終了までに、50%以上の薬剤保管庫で結核薬の保管記録が正しく行われ

る（同 10％）。   
６ヶ月療法 

2-5：2007 年中期までに、６ヶ月療法のガイドラインが策定される。 
2-6：2005 年末までに、全国的な６ヶ月療法への切り替え（すべてのリファラル病院及び

保健センターを対象）が終了する。 
官民連携（PPM）DOTS 

2-7：2007 年末までに、官民連携（PPM）による DOTS ガイドラインが策定される。 
2-8：プロジェクト終了までに、特定の地域で PPM によるサービスが実施される。 

コミュニティ DOTS 



 
 
 

 10 

2-9：プロジェクト終了までに、950 の保健センターのうち 665 以上の保健センターでコ
ミュニティ DOTS が実施される。 

成果２は、フェーズ１を通じて全国の保健センターに導入された DOTS を、特に医

療施設へのアクセスが困難な地域や医療施設に来ることができない結核患者やその家

族、及びその地域住民に、より効率的に届けるためのサービスを全国に普及するとと

もに、より効率的な６か月療法への切り替えによってサービスの質を基準化、改善す

ることにあった。本プロジェクトの完了時には、DOTS の質的向上が図られるととも

に、これまで DOTS サービスを受けることが困難であった人々にも DOTS サービスを

広く提供するために PPM-DOTSやコミュニティDOTSの手法がパイロット地区で試行 

され、本プロジェクト完了時に上記指標はほぼ達成され

ていることが確認された。 

具体的には、DOTS の質的向上にかかる指標 2-3 の「継

続期にある結核患者が DOTS による薬剤投与を受ける

割合」は、プロジェクト開始前には 40％であったが、プ

ロジェクト完了時には 95％まで改善した。６か月療法に

ついては、2008 年から GFATM による薬剤調達に変更と

なるのを機に 4FDC（4 種抗結核薬含有用量固定錠剤）の

導入が決定されたため、それに向けてのガイドライン整

備に加えて、６か月療法のモニター・巡回指導を C/P と

ともに実施し、再研修の必要な州・OD・病院結核担当の

同定と再研修の計画の策定を行い、全国の再研修を支援

した。この結果、WHO や GFATM 等の支援によるスタッ

フ研修や薬剤の切り換えが円滑に行われることとなった

た。 

また、PPM-DOTS は、住民のアクセスが多い都市部の

薬局や民間クリニック等に来訪する結核疑い患者に公的機関を紹介することを目的に

実施されたが、PPM-DOTS 導入が試行されたプノンペン市内の OD では、結核疑い患

者の DOTS サービス受診者数が確実に増えることが確認された。さらにコミュニティ

DOTS については、USAID、GFATM、MSF との協力により、プロジェクトの完了時に

は 502 の保健センターに導入され、その後、プロジェクト終了後も各ドナーの支援が

継続したことにより、2012 年末の時点では 799 カ所まで増加している。今回調査では

中央、州、郡レベルの医療関係者へのインタビューを行ったが、「内戦中は薬も医療器

材もなく、また外国からの支援も赤十字のみで、患者に何もすることができなかった。

このため、DOTS が導入された時、結核薬や診断技術を現場で待ち望んでいた医療従

事者や住民ボランティアは積極的に DOTS 拡大に参画した」との意見が多く聞かれた。 

 なお、保健センターDOTS の普及はローカル NGO（URC）と協力、また６か月療法

は、WHO および GFATM、官民連携（PPM）DOTS は USAID と協力をし、活動を展開

した。 

 
保健センターDOTS：保健センター

が管理する結核患者カルテ 

 
コミュニティ DOTS：結核薬の服用

を毎日記録するカード 
（ 黄 色 ： 村 落 保 健 支 援 グ ル ー プ

(VHSG)が保有し、結核患者の結核
薬服用を毎日監視し、記録する。） 

（ 桃色：結核患者が保有、記録する。） 
保健センターは、１週間に 1 回程度、
両者の記録を確認する。 
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この他、本プロジェクトにて策定された官民連携（PPM）DOTS のためのガイドラ

インは、その後 USAID 等の支援のもとで改訂が行われ、今回の現場視察においても、

USAID/TB-CARE１を通じて提供された機材を活用して、PPM-DOTS が現場で機能し

ていることが確認された。また、2008 年においては、延べ 919 人が薬局および小規模

開業医から結核疑いが紹介され、424 人（46％）が保健センターを受診、そのうち 57

人が結核と診断されたが、表 1 の通り 2012 年は紹介数が 1908 人と大幅に増加してお

り、受診率も 63％まで向上している。６か月療法のガイドラインについても、WHO

の最新ガイダンスに基づき改定が行われている。 

 
表 1 官民連携（PPM）DOTS の活動として、薬局および小規模開業医から結核疑い
が紹介され、公的医療機関を受診した件数（2012） 

プノンペン市の OD 紹介数 受診数 結核患者数 

North 544 249 33 

South 598 375 111 

Central 296 319 43 

West 470 260 26 

Total 1908 1203 
(63％) 

213 

出典：CENAT 提供資料 

 

以上から、成果２はプロジェクト完了時においてほぼ達成している。また、プロジ

ェクト終了後も USAID、GFATM をはじめとするドナーや NGO による支援が継続され

ているため、薬局および小規模開業医からの結核疑いの紹介数、受診率はプロジェク

ト終了時よりも増加しており、成果は引き続き継続あるいは拡大していると判断され

る。 

 

3）成果 3   

既存の DOTS を超えた適切な結核サービスとそのガイドラインが開発される。 

【成果 3 の指標】 
結核と HIV エイズ対策 
3-1：2005 年中期までに、結核と HIV エイズの二重感染(TB/HIV) 対策のガイドラインが

策定される。 
3-2：プロジェクト終了までに、特定の医療圏郡において TB/HIV のサービスが利用でき

るようになる。 
小児結核対策 
3-3：2007 年末までに、小児結核のガイドライン(2003 年に策定された国家結核マニュアル

ベース)が策定される。 
3-4：プロジェクト終了までに、すべての州都リファラル病院で小児結核のサービスが利

用できる。 
喀痰塗抹陰性対策 
3-5：喀痰塗抹陰性対策ガイドライン（案）が策定される。 
 

成果３は、フェーズ１の終了時に確認された結核対策の新たな課題である TB/HIV

重複感染対策、小児結核対策、および喀痰塗抹陰性対策等に対応するサービスとその
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ガイドラインを開発することであった。本プロジェクトを通じて、これら活動は結核

サービスの一つとして認識されるようにより、終了時評価時点ではほぼ達成されてい

ることが確認された。 

具体的には、指標 3-2 の TB/HIV に関するサービスは総数 77 のうちの 67 の OD で

提供され、TB/HIV 重複感染の発見数の増加が確認された。また、指標 3-4 に関し、 2008

年 1 月の小児結核ガイドラインの完成にあわせ、CENAT はプロジェクトの助言を基に

3 つの州（バッタンバン、コンポンチャム、プレイペン）をパイロット州として選定

し、プロジェクト専門家の指導下にて巡回指導やツベルクリン反応反接種のトレーニ

ングを行った。また、病院では小児結核に対する治療は行われているものの、報告が

適切に行われていなかったことから、定期的な報告と情報交換を行うよう指導を行い、

この結果小児結核患者の報告数は、2007 年にプロジェクト目標の 1,268 人を上回る

1,422 人となった。 

指標 3-5 に関しては、2009 年 7 月に国家結核対策ガイドラインの塗抹陰性結核診断

対策案が CENAT、USAID(TBCAP)、プロジェクトの合同で作成された。 

事後評価時においても、これら活動は継続されており、以下の表 2 の通りプノンペ

ン市内 4 医療圏郡における結核患者の HIV 検査の受診数は増加している。また、

TB/HIV 重複感染紹介システムは、本プロジェクトの終了後にも他医療圏郡に拡大し、

2009 年には 74 カ所の OD に、また 2010 年には全 77 カ所の OD に導入された。 

なお、これらサービスは、USAID や GFATM 等の結核を支援するドナーが中心とな

り拡充を図っているが、ドナーの予算が年々縮小されていることから、モニタリング

回数の減等、現場の活動に影響を与えているとのことである。 

また、小児結核に関しても、患者の報告数が 2011 年に 5,706 人まで上昇しており、

活動は継続されていると判断される（表 8 参照）。 

 
表2 プノンペン市内4医療圏郡におけるTB/HIV重複感染の発見数、 

結核患者のHIV検査の受診数・受診率 

項 目 2009 2010 2011 

結核患者のHIV検査の受診数 25,045 30,431 31,176 

TB/HIV重複感染の発見数 396 307 282 

出典：CENAT提供資料 

 

以上から、成果３はプロジェクト完了時においてほぼ達成している。また、プロジ

ェクト終了後もいくつかの成果は引き続き継続されていることが確認された。 

 

4）成果 4 

DOTS、TB/HIV（結核と HIV の二重感染）対策、調査活動に必要な検査の質が改善さ

れる。 
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【成果 4 の指標】 

検査の質の改善 
4-1：2007 年末までに、細菌学的検査に関する包括的精度管理（TQM）についてのガイド

ラインが策定される。 
4-2：2005 年末までに、CENAT においてCD４検査 7が可能となる。 

物品管理 
4-3：プロジェクト期間を通じて、すべての結核ラボにおいて試薬、物品の不足が起こら

ない。 
検査の質の改善 

4-4：塗抹喀痰検査に関するトレーニングが精度評価の結果に基づき戦略的に実施される。 
4-5：特定の州で、結核ラボの QC サークル活動が実施される。 
4-6：プロジェクト期間を通じて、細菌学検査の評価指標が許容範囲内（例・Agreement rate 

95％以上等）に維持される。 
4-7：プロジェクト終了までに、結核疑い患者における塗抹検査陽性率が望ましい水準

（10-15％）までに低下する。 
4-8：Assessor 及び Cross-checker （精度管理センターの検査官）のための研修を年１回実

施する。 
4-9：プロジェクト終了までに、薬剤感受性検査（Drug Susceptibility Test：DST）に関する

外部精度アセスメント（External Quality Assessment：EQA）システムが CENAT ラボ
と国際リファレンスラボの間で開発される。 

 

成果４は、TQM、CD４、喀痰検査、細菌学検査、DST の

ための EQA などに関する研修・訓練を通して、DOTS、TB/HIV 

対策、調査活動に必要な検査の質が改善されることであった。

終了時評価時点では、９つの指標はほぼ達成されていること

が確認された。 

具体的には、指標 4-1 に関し、パイロット 2OD（バッタン

バン州モンルセーOD、カンダ－ル州サーン OD）のための

TQM ガイドラインが英語版、クメール語版ともにそれぞれ

2007 年末までに作成され、2008 年 5 月、2009 年 7 月にそれ

ぞれ出版された。また、指標 4-7 に関し、結核疑い患者中の

塗抹陽性率は 2008 年に 13.0%となり、プロジェクトが望まし

いとする範囲内にとどまった。塗抹陽性率はフェーズⅠから

改善傾向にあり、2006 年には目標の数値を達成し、その後は

目標数を維持している。その理由として EQA(外部精度評価)

の拡大や、定期的な検査室における活動支援を継続したこと

にあるとの判断がされている。 

一方で、事後評価時においては、TQM 活動が停滞している

ことが確認された。この理由として、TQM の手法は難しく、

日本人専門家の指導なしに継続することが困難だったとの意見がバッタンバン州担当

者より出された。また、フェーズ２の計画時には TQM 体制の構築が目指されたもの

                                                   
7 CD４検査とは、形質細胞の免疫グロブリンの産生を促進する T リンパ球の測定のことで、エイ

ズの進行状況を測定する指標の一つである。 

 

保健センターから郡病院ラボ

に届けられた結核疑い患者

の喀痰塗抹検査スライド 

 

ラボで検査中の喀痰塗抹検

査スライド 

 

フェーズ２において作成され

た検査ガイド（全国のラボ施

設に導入） 
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の、末端ラボの検査能力に課題があることがプロジェクト実施中に明らかとなり、こ

のためプロジェクトでは６か月毎から３か月毎の EQA に移行するための組織作り、

トレーニング、機材協力に重点を置いた活動を行った経緯がある。四半期 EQA は、

GFATM の支援により 2009 年には全 24 州で行われるようになり、右の表 3 の通り、

プロジェクト終了後も GFATM の資金による四半期 EQA はされ、不良検査室の割合は

減少傾向にある。 

 

また、プロジェクト期間中に、培養検査の SOP（標準手

順書）が整備され、CENAT ラボを含めた 3 箇所の培養ラボ

に対する検査能力の強化が実施されたが、この取り組みは、

WHO の基準を満たす結核（TB）培養ラボの設置に貢献し

たと、事後評価時にカンボジア側から高い評価を受けた。 

さらに本プロジェクトで支援したバッタンバンやコンポ

ンチャムのラボに対する検査機材の供与や人材育成が

USAID の支援により行われていた。 

この他、指標 4-7 の結核疑い患者における

塗抹検査陽性率は 2001 年の 28.6％から 2008

年には 13.0％へと減少したが、2009 年以降は

更に塗抹検査陽性率が低下し、プロジェクト

終了後は表 4 の通りに 11.7%から 10.1%の範

囲で推移している。 

 

以上から、成果４はプロジェクト完了時においてほぼ達成している。また、プロジ

ェクト終了後もいくつかの成果は引き続き維持され、数値が改善していることが確認

された。 

 

5）成果 5 

結 核 対 策 計 画 を 支 え る た め の 効 果 的 な IEC/Advocacy （ Information, Education, 

Communication/ Advocacy：IEC 活動（啓発活動・教育活動に適した教材の制作等）／ア

ドボカシー）活動が実施される。 

【成果 5 の指標】 
5-1：2007 年までに、NTP が結核対策のための IEC/Advocacy 戦略を策定する。 
5-2：プロジェクト終了までに、NTP が他機関と連携しながら IEC/Advocacy 戦略を実施

する。 
5-3：プロジェクト終了までに、DOTS 実施保健センター の 70％が IEC/Advocacy 活動を

通して村落組織による支援を受ける。 
 

成果５は、結核対策計画を支えるための IEC/Advocacy に関する戦略を策定し実施

表3 本プロジェクト完了後の
四半期EQAの継続状況 

四半期 
四半期EQAを通
じた不良検査室

の割合 
2010-I 21% 
2010-II 22% 
2010-III 21% 
2010-IV 17% 
2011-I 12% 
2011-II 8% 
2011-III 11% 
2011-IV 14% 
2012-I 17% 
2012-II 13% 
出典：CENAT提供資料 

表4 結核疑い患者における塗抹検査陽性率 

年 検体数 
結核疑い
の数 

塗抹検査
陽性率 

2005 463,246 138,144 15.3 % 

2006 458,646 138,516 14.5 % 

2007 487,987 147,929 13.3 % 

2008 486,568 147,594 13.0 % 

2009 506,636 154,465 11.7% 

2010 521,353 161,541 11.0% 

2011 539,825 165,554 10.1% 

出典：CENAT提供資料 
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することであり、終了時評価時には３つの指標がほぼ達成されていることが確認され

ていた。なお、 IEC/Advocacy はプロジェクト中間地点で ACSM （ Advocacy, 

Communication and Social Mobilization：アドボカシー・コミュニケーション・社会動員）

に移行している。ACSM は WHO の Stop TB Partnership で採用された概念であり、

IEC/Advocacy に代わって世界的な潮流となっているものである。なお、この移行によ

り、指標 5-1 の IEC/Advocacy 戦略の策定は、ACSM 戦略の策定に変更され、そのド

ラフトは完成している。また、CENAT/NTP は 77 全ての OD レベルのスタッフに対し

て ACSM 戦略にかかる研修を実施し、ガイドラインの内容に沿った ACSM 活動の実

施が開始された。指標 5-3 については、全国 77 の OD のうち、61 の OD で C-DOTS

が導入され（約 80％）、当プロジェクトを通じて結核についての教育を受けた VHSG

（村落保健支援グループ）が活動を行っている。 

事後評価時点においては、ACSM の重要性が更に高まっており、ACSM のみを取

り上げて議論するのではなく、すべての結核対策に配慮すべき横断的視点として位置

付けられている。また、全 77 の OD において、ACSM 活動は継続されている。C-DOTS

についても、同じく全 77（100％）の OD に導入されている。 

 

以上から、成果５はプロジェクト完了時においてほぼ達成している。また、プロジ

ェクト終了後も引き続き CENAT による活動は継続されていることが確認された。 

 

3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標 

 質が高く維持可能な結核プログラムが全国で実施される。 

【プロジェクト目標の指標】 

指標 1：プロジェクト期間を通して、新塗沫陽性結核患者の治癒率 85％が維持される。 

指標 2：プロジェクト終了時までに、新塗沫陽性結核患者の発見率 70％が達成される。 

指標 3：プロジェクト終了時までに、塗沫陰性肺結核の報告数が 2003 年の 2 倍に増加する。 

指標 4：プロジェクト終了時までに、小児結核の報告数が 2003 年の 2 倍に増加する。 

 

1) 指標１ 

プロジェクト期間を通じて、新規塗抹陽性結核患者の

治癒率はおおよそ 90％前後と高いレベルで推移し、目標

値である治癒率 85%は維持された。 

また、右の表 5 は今回事後評価で確認した新塗沫陽性

結核患者の治癒率であるが、現在も引き続きプロジェク

ト終了時のレベルを維持していると判断される。 

 

2) 指標２ 

表5 新塗沫陽性結核患者の治

癒率 

年 治癒率 

2004 89.7 % 

2005 88.9 % 

2006 90.4 % 

2007 91.1 % 

2008 92% 

2009 92% 

2010 92% 

2011 91% 

出典：CENAT提供資料 
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指標２の新塗沫陽性結核患者の発見率は、表 6 のとお

り、2005 年に達成され、その後本プロジェクトの終了前

にも 69％を達成した。その後、発見率は減少傾向を見せ

ているが、これは 2012 年にWHOが結核対策を支援する

関係機関と合同で実施した「NTPに対する合同評価調査」

の結果から正常な動きであることが確認され、今後は段

階的に減少していくことが想定されている。具体的には、

最近の発見率の減少は一般的な悪化というより、塗沫陽

性結核患者の発見に対する努力を過去 10 年以上継続し

てきた結果として、塗沫陽性結核の有病率が実際に減少していることを意味するとの

判断がなされた。また、指標については、今後はこれまで使われてきた発見率（CDR）

は使用せず、新塗沫陽性患者の通知率（CNR8）を採用するとのことである。 

 

3) 指標 3 

2008 年の塗抹陰性結核登録患者数は 7,847 人であり、登

録患者数はプロジェクト期間中に順調に増加しているもの

の、目標値の 8,314 人（2003 年の 2 倍）には到達出来なか

った。但し、塗抹陰性肺結核の報告数は、フェーズⅠから

フェーズ２にかけて順調に増加していることから、2005 年

に安定期に入り、その後維持されているとの判断がされた。 

このため、終了時評価では、目標数値は達成する事は出

来なかったものの、塗抹陰性患者の発見が改善している事

は確認できたことから、今後胸部レントゲン機器の質やＸ

線診断へのアクセスの改善が認められた際には喀

痰陰性肺結核の報告数はさらに増加するとの予測

が出されている。一方で、これらの質的改善やア

クセスの改善に向けての具体的な支援は現時点で

は確認されていない。 
 

4) 指標４ 

NTPはプロジェクトの助言を受け 2005年より塗

抹陽性小児結核患者だけでなく、小児結核患者の

総数の登録を開始した。右の表 8 の通り、2007 年

には小児結核の報告数は 1,422 人となり、目標の 1,268 人を達成した。またその数は

2008 年に 2,540 人とさらに上昇を認めた。結果として NTP はより正確にカンボジアの

                                                   
8 2009 年の新塗沫陽性患者の通知率（Smear Positive Case Notification Rate: CNR）は 131 で、

2010 年は 109(目標値 125)、2011 年は 101(目標値 122)と減少傾向にある。 

表6 新塗沫陽性結核患者の発

見率（CDR） 

年 発見率 

2004 64 % 

2005 70 % 

2006 66 % 

2007 65 % 

2008 69 % 

2009 63% 

2010 63% 

2011 60% 

出典：CENAT提供資料 

表7 塗抹陰性結核登録患者数 

年 登録患者数 

2001 1658 

2002 2668 

2003 4307 

2004 5800 

2005 7057 

2006 6875 

2007 7120 

2008 7847 

2009 8378 

2010 8301 

2011 7686 

出典：CENAT提供資料 

表8 小児結核の報告数 

年 
塗抹陽性結

核の登録数 

小児結核患

者の総数 

2003 83 634 

2004 64 NA 

2005 94 696 

2006 96 1081 

2007 111 1422 

2008 120 2540 

2009 82 3853 

2010 92 4613 

2011 67 5706 

出典：CENAT提供資料 
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結核患者全体の把握が可能となり、より適切に小児結核対策を策定できるようになっ

た。 

また、2009 年以降も小児結核患者数は増加しており、各病院から NTP データとして

報告されるシステムが引き続き機能しているものと判断される。 

 

以上、本プロジェクトのプロジェクト目標にかかる各指標は概ね達成されたと判断

される。また、プロジェクト終了後においても、各成果の多くが継続されていること

から、現在もその効果が維持されていると判断される。 

 

3.2.2 インパクト 

 3.2.2.1 上位目標達成度 

結核の死亡率・罹患率が減少する。 

【終了時評価時点での上位目標の指標】 
指標 1：2012 年までに、塗抹陽性結核の罹患率が 1997 年の 10 万対 241 から 120 に

減少する。 
指標 2：2012 年までに、塗抹陽性結核の有病率が 1997 年の 10 万対 540 から 270 に

減少する。 
指標 3：2012 年までに、結核患者の死亡率が 1997 年の 10 万対 90 から 45 に減少す

る。 
 

結核に対する WHO のグローバルターゲットは、新塗抹陽性結核患者の発見率 70％

を達成し、その治癒率 85％が維持されれば、塗抹陽性結核の罹患率、有病率および結

核患者の死亡率が減少に向かうことが想定されており、本プロジェクトの上位目標と

プロジェクト目標はこのグローバルターゲットに基づき設定された。一方で、CENAT

に上位目標の指標にかかる最新の数値目標を確認したところ、現在の CMDG では 1990

年を基準年とする数値目標を採用しており、最新の結核対策にかかる国家保健戦略計

画（TB-NSP 2011-2015）においても CMDG と同じ基準年と数値目標を採用している。

なお、新しい数値目標では、塗沫陽性結核の有病率ではなく、全結核（塗沫陰性結核

を含む、すべての結核）の有病率としている。 

以上から、本プロジェクトの上位目標については、当初の指標を踏まえつつ、以下

の２つの数値目標の達成状況から判断することとした。 

 

【事後評価時点での上位目標の指標と達成状況】 
指標 1：全結核の有病率が、2015 年までに 1990 年と比較して半減する。 
（達成状況） 
目標年よりも 4 年も早いペースで約 60％減を達成した。 

1990:  1,670 / 100,000 
2011:    817 / 100,000（51%減） 

 
指標 2：結核死亡率が、2015 年までに 1990 年と比較して半減する。 
（達成状況） 

1990: 155/100,000 
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2011:  63/ 100,000（60%減） 
 
出典：WHO「世界結核レポート 2012」 

 

以上のとおり、全結核有病率は 1990 年の 10 万対 1670 から 10 万対 817 に半減して

いる。また、結核死亡率についても、1990 年の 10 万対 155 から 10 万対 63 に半減し

ている。なお、この全結核有病率の数値は、フェーズ１で実施された第 1 回有病率調

査と本プロジェクト終了後に実施された第 2 回有病率調査を通じて明らかにされた数

値であり、この結果は WHO の「世界結核レポート 2012」にも大きく取り上げられ、

長期にわたる対策が必要な課題を、9 年という短期間で大幅削減し、またこの成果を

直接的な疫学情報に基づき明らかにしたことが高く評価された。 

上位目標は各指標について達成された。 

 

3.2.2.2 その他のインパクト 

本プロジェクトの実施中および事後評価時点において、自然環境を含めて負のイン

パクトは確認されていない。また、住民移転・用地取得は予定されていない。 

 

本プロジェクトの実施により、プロジェクト目標として掲げられた新塗沫陽性結核

患者の発見率は 2005 年に 70％を達成し、また新規塗抹陽性結核患者の治癒率もプロ

ジェクト期間を通じて約 90％前後と高いレベルで推移し、目標とした 85%を維持した。

また、上位目標についても全結核の有病率が目標年よりも 4 年も早いペースで約 60％

減していることが確認され、計画通りの効果発現が見られることから、有効性・イン

パクトは高い。 

 

3.3 効率性（レーティング：②） 

3.3.1 投入 

 本プロジェクトの投入計画および実績は以下の通りである。 

 

投入要素 計画 実績（終了時） 

（1）専門家派遣 ・長期 3 名 
チーフアドバイザー、業務調整、

ラボ管理 
 
・短期 適宜 

2004 年度 長期 3 名 
 短期 15 名 
2005 年度 短期 16 名 
2006 年度 短期 21 名 
2007 年度 短期 17 名 
2008 年度 短期 13 名 

（2）研修員受入 主な研修分野 
結核対策・検査技術 

主な研修分野：結核対策・検査技

術 
2004 年度 C/P 研修 5 名 
2005 年度 国別研修 3 名 
2006 年度 国別研修 2 名 

（3）第 3 国研修 主な研修分野： 主な研修分野： 



 
 
 

 19 

結核対策・検査技術 レントゲン診断・検査技術 
受講者数： 

50 人（タイ、フィリピン） 
（4）機材供与 主な投入機材： 

顕微鏡、モーターバイク、X 線関

連機材、OA 機器、塗抹検査キッ

ト 他 

主な投入機材： 
顕微鏡、X 線関連機材、OA 機器、

塗抹検査キット 他 
合計 65 百万円 

協力金額合計 合計 510 百万円 合計 786 百万円 

相手国政府投入額 CENAT は本プロジェクトの活動

と NTP の活動を一体的に行って

いるために、本プロジェクトに対

する予算のみを切り分けること

が困難であることから、予算額は

設定されていない。 

左記の理由から、カンボジア側の

投入額は積算されていない。 

 

3.3.1.1 投入要素 

日本側の投入は、専門家の派遣、研修員受入、第三国研修、機材供与等、おおむね

計画通りに実施された。日本人専門家の派遣時期、専門性、指導力、本邦研修および

第三国研修については、カンボジア側の評価は高く、供与された機材も保健センター

やラボにおいて現在も活用されている。 

カンボジア側は、プロジェクト活動推進のためにカウンターパートを配置したが、

長期研修や異動で不在となるケースは最低限にとどまり、プロジェクト活動に支障が

生じることはなかった。 

 

3.3.1.2 協力金額 

協力金額は、計画を大幅に上回った（計画比 154%）。この理由は、技術協力プロジ

ェクトを業務委託方式で実施する制度ができたことから、この流れの中でプロジェク

トの実施形態を事前評価時に想定した専門家派遣型を、事業実施時に業務委託型に変

更した結果である。 

 

3.3.1.3 協力期間 

 協力期間は、計画どおりであった（計画比 100%）。 

 

以上より、本プロジェクトは、協力期間については計画内に収まったものの、協力

金額が計画を大幅に上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.4 持続性（レーティング：②） 

3.4.1 政策制度面 

国家戦略開発計画（NSDP 2006 - 2010） から保健戦略計画（HSP 2008-2015）まで

の政策が一貫して結核への対策を鮮明に打ち出しており、カンボジア政府のコミット
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メントは非常に強固である。また、カンボジア政府は保健サービスの質の改善、コミ

ュニティや結核患者の巻き込み、TB/HIV 対策、官民連携の DOTS、多剤耐性結核、

情報と調査研究、人材育成と関連機関のパートナーシップの構築等を掲げた「結核対

策にかかる国家保健戦略計画」を策定しており、現行の戦略計画は 2015 年を目標年と

する国家保健戦略計画(TB-NSP 2011-2015)である。しかしながら、この目標年を待た

ずして、新たな結核対策に対する国家保健戦略計画(TB-NSP 2014-2021)が現在策定中

である。CENAT によれば、この新戦略計画においては、結核対策のための 5.5 戦略(5.5 

Strategy for TB Control in Cambodia)を打ち出す予定であり、５年間で、菌陽性有病率と

死亡率を毎年５％削減するために、５つの方針に基づき結核対策に取り組む、として

いる。このことから、現在においても、カンボジア政府の結核対策に位置づけは高く、

今後もこの方向性は維持されることが期待できるため、政策・制度面の持続性は高い

と判断される。 

 

3.4.2 カウンターパートの体制 

CENAT は国家結核プログラムを推進する中心的機関であり、全国レベルでプログ

ラムを実施する総括的責任があり、今後も中心的機関として位置づけられる見込みで

ある。また、CENAT は日本を始めとするドナーの支援を受けて、人材面組織面の強

化が図られており、NTP を全国レベルで推進する総括的責任機関として今後もプログ

ラムを牽引していくことが可能であると判断する。さらに、CENAT の現所長の強い

リーダーシップが NTP の推進を確かなものにしているといえる。 

中央から州、州から OD/レファラル病院（RH）、OD/RH から保健センター、保健セ

ンターから VHSG というスーパービジョンについても、DOTS の拡大を通じて強化が

図られている。しかしながら、DOTS の拡大がある程度達成された現在においては、

スーパービジョンの徹底に加えて、各機関の質を更に向上させることがより重要とな

ってきている。例えば、今回の有病率調査により、①軽症状結核（２週間以上の咳、

あるいは血痰がない）、②塗抹陰性結核、及び③高齢者結核の３つの課題が明らかにな

ったが、これらの対応には、軽症状、あるいは喀痰塗抹検査で陰性であった場合にも

胸部 X 線検査等を実施していく判断が必要である。また、今回の現地視察では、OD

から保健センター、保健センターから VHSG へのスーパービジョンが機能しているこ

とが確認されたが、ドナーや NGO の支援状況により、その回数や能力に差異が生じ

ている。DOTS のモニタリングシステムを向上させ、機能が低下している地域への強

化並びに、現場レベルでの問題解決を図る体制を構築していく必要がある。 

以上から、本プロジェクトの実施機関である CENAT の組織面の持続性は高いと評

価される一方で、DOTS 拡大の質的向上を維持する体制、及び新たな課題に対する人

材育成や組織強化については取り組みが遅れており、問題点が見受けられる。このた

め、体制面の持続性は一部に問題があると判断する。 
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3.4.3 カウンターパートの技術 

本プロジェクトを通じて CENAT のスタッフ、州保健局(PHD)、医療圏郡(OD)のスタ

ッフ等、結核対策に従事する個々の人材の能力強化を図られた。この結果、C-DOTS、

６か月療法、PPM-DOTS 等を全国に展開するための基礎が築かれ、プロジェクト終了

後の活動継続につながっている。また、TB/HIV および小児結核についても日本人専

門家による技術支援を受けつつガイドラインを策定したことで、DOTS のみならずカ

ンボジアの結核対策に必要となる幅広い分野の基盤整備が行われたといえる。 

さらに、今回有病率調査を通じて、終了時評価時の課題であった調査デザイン、デ

ータ分析、胸部 X 線診断、EQA、培養検査等に関する技術移転が図られた。 

一方で、カンボジアの結核対策は DOTS を全国展開するための基盤を着実に整備す

ることで成果をあげてきたが、体制面同様に、①軽症状結核（２週間以上の咳、ある

いは血痰がないケース）、②塗抹陰性結核（喀痰塗抹検査では陰性であるが胸部 X 線

検査等では結核と診断されるケース）、及び③高齢者結核（高齢者の場合、結核に感染

していても症状が乏しい等の理由から、診断が難しいケース）の３つの課題が明らか

となっており、今後はこれら課題に対応するために外来での診断機能の強化、保健セ

ンターの機能強化、住民健診等に取り組むことが求められている。また、CENAT の所

長へのインタビューによると、今回有病率調査の結果からこれまでの結核対策が有効

であることは明確になったものの、カンボジアに対する「結核高蔓延国 22 カ国」の指

定を解除するレベルにまで有病率を下げるには至っていないことから、今後の結核対

策のクオリティーに深刻な問題が生じないよう、CENAT/NTP の運営管理能力と技術

力を向上させていくことの重要性を強く認識している。 

以上から、技術面の持続性は向上しているものの、更に結核有病率を軽減し、また

新たな課題にも対応するには、一部問題があると判断する。 

 

3.4.4 カウンターパートの財務 

保健省の結核対策予算は、主に WHO、GFATM、USAID および日本に依存してきた

が、世界銀行の 10 年越しの資金援助が終了するなど、複数ドナーの財政支援が終了

するなか、今後は減少していくことが予想される。一方で、2013 年の結核対策のため

の政府予算は、本プロジェクトが終了した 2009 年と比較すると約 1.7 倍に増加してい

ることは評価できる。しかしながら、政府予算は全体予算の 12％（WHO による）に

過ぎず、予算の大半をドナー等からの外部資金に頼らなくてはいけない状況はこれか

らも長期にわたって続くことが予想される。新たな結核対策への課題が求められる中、

CENAT/NTP としては、GFATM のラウンド 7 が終了する 2014 年以降の資金を確保す

るため、新規ラウンドへの再申請を行う予定であるが、GFATM も資金支援方法を新

しくしており、十分な予算を確保できるかは未確定である。 

 

 



 
 
 

 22 

表 9 保健省における結核対策政府予算（US$） 

年 2009 2010 2011 2012 2013 

実績額 650,000 653,000 868,000 998,000 1,115,000 

出典：CENAT 提供資料 

 

このため、短期的には財務状況は問題ないが、長期にわたる財務面の持続性という

点では問題がある。 

 

以上より、本プロジェクトは、カウンターパートの体制、技術、および財務状況に

軽度な問題があり、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は中程度である 

 

 

4．結論及び提言・教訓 
4.1 結論 

本プロジェクトは「結核高蔓延国 22 か国」の一つに指定されるカンボジアにおいて、

結核の死亡数、患者数の軽減を目的として、全国に拡大した DOTS（直接監視下にお

ける短期化学療法）の質的向上、DOTS を超えた結核対策と検査能力の強化、及びそ

れら運営管理能力の強化と人材育成等を行った。この取り組みは、カンボジアの政策

と整合したアプローチで実施されており、妥当性は非常に高い。 

プロジェクト完了時においては、住民等を DOTS に巻き込むコミュニティ DOTS や

官民連携（PPM）DOTS を普及展開するための基盤が構築され、事後評価時点ではこ

れら成果が他ドナーにより継続されていることが確認された。また、ラボの検査能力

の強化にも重点を置いて取り組んだ結果、WHO の基準を満たす結核培養ラボを国内

に 3 カ所設置することにも貢献した。さらに、上位目標の指標である全結核の有病率

および結核死亡率は、目標年である 2015 年よりも 4 年も早いペースで目標を達成して

いることが確認されたことから、有効性・インパクトは高い。一方で、協力期間につ

いては計画どおりであったものの、協力金額が計画を大幅に上回ったため、効率性は

中程度である。 

持続性については、軽症状結核、塗抹陰性結核、及び高齢者結核等の新たな課題が

明らかになる中、これに対応する体制、技術には軽度の問題がある。また、結核対策

にかかるドナー等の外部資金が減少傾向にある中、カンボジアに対する「結核高蔓延

国 22 カ国」の指定は現在も続いており、長期にわたる財務面の持続性という点では問

題があることから、持続性は中程度である。 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 カウンターパートへの提言 
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カンボジア政府の結核対策予算は年々増加しており、この点は評価される。しかしな

がら、全体予算において政府予算が占める割合は 12％に過ぎず、各国ドナーの結核対

策への継続的な支援が不透明な中、自国の資金の割合を増やしてく努力を保健省とと

もに政府および民間に働きかけていくことが重要である。 

 

4.2.2  JICA への提言 

本プロジェクトを通じて、カンボジアの結核対策に必要となる様々な活動を全国に

展開するための基盤を整備しており、同国の結核対策において日本が果たしてきた役

割は大きいといえる。一方で、第２回全国結核有病率調査を通じて新たな課題が明ら

かとなっており、カンボジアが結核高蔓延国から卒業するためには、これら課題対応

への技術的支援（胸部 X 線診断、ラボの検査等能力向上のための支援）、あるいは長

期化する結核対策に向けての若手人材の育成等が必要であり、今後の結核対策支援の

在り方について CENAT 側と十分に協議すべきである。 
 

 

4.3 教訓 

カンボジアの結核罹患率は世界でも高いレベルにあり、未だその対策は途上段階に

はあるが、1994 年の DOTS 導入から約 20 年間で病院から保健センター、保健センタ

ーからコミュニティ、そして官民連携へと DOTS を全国に拡充していった変遷は、

DOTS を基本とする結核対策が有病率の削減に有効であることを証明する結果となっ

ている。また、この成功の背景には、カンボジア政府が結核に対する強いコミットメ

ントを維持し続けたことに加え、結核薬や診断技術を現場で待ち望む保健人材や住民

ボランティアが積極的に DOTS 拡大に参画していったことがあげられる。また、各国

ドナー及び NGO がカンボジア政府の結核対策を強力にサポートし、体制強化、人材

育成、技術支援、薬剤・機材供与等を途切れることなく支援し続けたことも、有病率

を大幅に削減することにつながったと判断する。 

一方で、GFATM や USAID は結核支援を現在も継続しているが、一部のドナー支援

は結核のような疾病対策から保健体制強化等にシフトしている中、結核に対する長期

的な活動資金を獲得することが困難な状況も見えてきており、DOTS 拡大後に向き合

うことになる新たな結核対策にどのように対処していくべきか検討する時期に来てい

るといえる。 

今後の類似案件においても、カンボジアへの DOTS 導入後の成功要因のみならず、

現在のカンボジアが直面する新たな課題（①軽症状結核、②塗抹陰性結核、③高齢者

結核）への対策を予測しつつ、将来的な結核対策への取り組み方を先方政府と早い段

階で議論していくことが重要であると考える。 

 

（以 上） 
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