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国名
結核対策プロジェクト

パキスタン

Ⅰ 案件概要

協力金額 322 百万円

協力期間 2006 年 4 月 ～ 2009 年 3月

相手国側機関
保健省国家結核対策プログラム (NTP)ユニット、パンジャブ州保健局 州結核対策プログラム (PTP)ユ
ニット

日本側協力機関 財団法人結核予防会

関連案件

我が国の協力：
 専門家派遣（ファイサラバード、グジュラート、ラホール、ムルタンの 4県における DOTS*実施、

2002～2005 年）
他ドナーの協力：
 WHO: DOTS 実施における技術・資金協力
 CIDA: 検査機関（ラボラトリー）外部精度管理（EQA）及び結核プログラムにおけるレディ・ヘル

スワーカー（LHW）の役割の向上
 USAID: 訓練及びモニタリング・スーパービジョンにかかるプログラム能力強化
 GDF (世界抗結核薬基金): 抗結核薬の供与
 GFATM (世界エイズ・結核・マラリア対策基金)、DFID及び世銀:官民パートナーシップの構築
 GLRA (ドイツハンセン病・結核協会):サーベイランス及び薬剤管理の支援
*DOTS (直接監視下における短期化学療法) は、WHOが推進している結核対策療法で、政府のコミットメント、原則

として喀痰塗抹顕微鏡検査によって診断すること、高品質な薬剤の無償での投与、直接的な観察の下での治療、対

策活動の効果のモニタリング、といった要素を持つ。

プロジェクトの
背景

パキスタンは、結核高負担国 22 カ国の中でも 8 番目に患者数が多く（2006 年当時）、年間 20 万人以
上が結核を発症していると推定されていた。うち 4分の 1が患者として発見され公的機関で治療を受け
ていたが、未治療または治療が完全でない患者が感染源となって患者数の拡大要因となっていた。政府
は直接監視下における短期化学療法（DOTS）の実施に努めてきたが、感染が急速に拡大する状況におい
て、ラボラトリー間ネットワークの強化とラボラトリーの精度管理、公的機関による DOTS 拡大に必要
な資源の不足、DOTS 強化・継続のための県の能力開発の必要性、結核患者発見の必要性等、DOTS 実施
の質向上に対する制約や課題に直面していた。このような状況の下、パキスタン政府は、DOTS の対象範
囲を拡大し、結核対策プログラムの質を高めることにより、DOTS の有効性と効率性を向上させるための
技術協力を JICA に要請した。

投入実績

日本側 相手国側
1. 専門家派遣 短期専門家 11人（90.8MM)
2. 研修員受入 6人
3. 機材供与  30 百万円

1. カウンターパート配置 35人
2. ローカルコスト 22百万円
3. 土地、施設提供 プロジェクト事務所（イ

スラマバード及びラホール）

プロジェクトの
目的

上位目標

結核の死亡率及び罹患率が減少する。

プロジェクト目標

質の高い国家結核対策プログラム（NTP）が、州及び県との連携によって組織的に実施される。

アウトプット
1. パンジャブ州結核対策プログラム（PTP）ユニットの技術及び管理運営能力が強化される。
2. NTP ユニット及び国家レファレンス・ラボラトリーの技術及び管理運営能力が強化される。

Ⅱ 評価結果
総合評価

本プロジェクトは、結核関連の指標が他の地域より悪いパンジャブ州を対象として実施された。同州のモデル 4県におけ
る結核対策の強化を通じて NTP 及び PTP の技術及び運営管理能力を高めたことで、質の高い NTPの組織的な実施が行われる
ようになった。その結果、パンジャブ州全体の治癒成功率（TSR）及び患者発見率（CDR）は、プロジェクト完了時に目標値
である 90％と 70％をそれぞれ達成し、プロジェクト完了後も同じ達成状況を維持している。上位目標である「結核の死亡
率及び罹患率の全国レベルでの低下」については、全国の肺結核と肺外結核の罹患率は 2006 年から 2011 年の間に低下しな
かったが、死亡率は 2006 年の 3.4％から 2011年に 2.0％に低下した。2010 年のミレニアム開発目標報告による結核関連の
二つの指標の達成見込みについて、結核罹患率は 2008/09 年に人口 10万人当たり 181 であり目標値（2015 年までに 45）に
は程遠いが、結核患者発見率及び治癒率は 2008-2009 年には 85％まで向上し、2015 年になる前に目標を達成した。 持続
性については、実施機関の体制面、技術面、財務面の一部に問題が見受けられた。2011 年 6 月の保健省の権限移譲の後、
NTP ユニットはミレニアム開発目標達成に向けたグローバルな取り組みに責任を負うようになったが、専任職員の多くが州
レベルに異動となった。また、ポリオ撲滅プロジェクトやレディ・ヘルスワーカー・プログラムといった他の開発課題への



対応も緊急に必要となっているために、結核対策活動のための連邦政府予算は縮小している。予算の制約により、職員の研
修能力向上や、県レベルで質の高い DOTS 実施を円滑に継続するために必要な県政府の人材確保に影響が出ている。

また、妥当性については、本プロジェクトはパキスタンの開発政策・開発ニーズ及び日本の援助政策と合致し、効率性に
ついても、協力金額・協力期間ともに計画内に収まった。

以上より、総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、国家保健政策（2009 年）*に掲げられた「プライマ
リー・ヘルスケア・システムを中心とした伝染性疾患対策（結核を含む）及び県レベルの保健医療システムの強化への高い
優先度」というパキスタンの開発政策、「最近の結核DOTS 戦略の成功を継続させ、かつ大規模な病院ネットワークや民間医
療機関に拡大させる」というパンジャブ州の開発ニーズ及びパキスタンの結核対策に対する日本の援助政策「対パキスタン
国別援助計画」及び「保健と開発に関するイニシアチブ（2005）」と十分に合致しており、妥当性は高い。
* 草案段階。

2 有効性･インパクト

本プロジェクトにより、NTP 及びパンジャブ州 PTPの技術及び管理運営能力が向上し、プロジェクト目標として掲げられ
た「質の高い NTP の組織的な実施」は達成された。ヘルスワーカー及び検査技師への研修による技術的な向上に加え、スー
パーバイザー研修及びガイドライン策定により PTP ユニット、NTP ユニット及び国家レファレンス・ラボラトリーの技術及
び管理運営能力も強化された。

モデル 4県の県結核担当官（DTC）は本プロジェクトによって DOTS活動のスーパーバイザーとして育成された。すなわち、
DTC は診断センターを毎月訪問し、DOTS 活動のチェックリストに沿ってモニタリング・スーパービジョンを適切に実行し、
その結果を四半期ごとに州に適切に報告するようになった。診断センターはいずれも、DTC に同行した JICA 専門家による
技術支援も受けた。

モデル県でのこれらの活動は、その後パンジャブ州の他の 31 県においても、NPO の支援により実施されるようになった。
このように、本プロジェクトは NTP ユニット及びパンジャブ州 PTP ユニットの能力強化に組織的に貢献した。さらに、喀痰
塗抹顕微鏡検査のための外部精度管理（EQA*）システムがパンジャブ州の全県にて設置された。その他、DOTS実施における
第三次病院とプライマリー・ヘルスケア施設の連携も強化され、治療脱落者追跡のためのオペレーショナル・リサーチの設
計もなされた。

本プロジェクトが開始したこれらの活動はプロジェクト完了後も継続している。他のドナーや現地 NGO の支援を得て、ヘ
ルスワーカーや検査技師に対するリフレッシュ研修が行われ、本プロジェクトが開発したマニュアル類も必要に応じ改訂を
受けつつ広く使用されている。

その結果、二つの主要指標である治癒成功率（TSR**）及び患者発見率（CDR***）は、パンジャブ州全体で目標値である 90％
と 70％をそれぞれプロジェクト完了時に達成し、プロジェクト完了後も同じ達成レベルを維持している。しかし県別にみ
ると、モデル県の一つ（ラホール）では、大都市であり第三次病院からの患者のドロップアウトが多いことから、特に都市
部の患者への治療サービスの提供が困難なため、TSRが 90％に至っていない。

上位目標である「全国レベルでの結核の死亡率、罹患率の低下」については、2006 年から 2011 年にかけて、罹患率は全
ての種類の結核では低下しなかったが、死亡率はグラフに示したように、2006 年の 3.4％から 2011 年の 2.0％に低下した。
2010 年のミレニアム開発目標報告による結核関連の二つの指標の達成見込みについて、結核罹患率は 2008/09 年に人口 10
万人当たり 181 であり目標値（2015 年までに 45）には程遠いが、結核患者発見率及び治癒率は 85％まで向上し、2015 年に
なる前に目標を達成した。本プロジェクトによって質の高い NTP が組織的に実施されるようになったことは、このような指
標の達成に一定の貢献を果たした。また、EQA、「県ラボラトリー・スーパーバイザーの日」（DLS デー）、GFATM の活動等、
他のドナーとの連携による相乗効果が指標達成に果たした役割も注目できる。

よって、有効性・インパクトは高い。

*外部精度管理（EQA）：複数の検体を複数のラボラトリーからなるグループのメンバー（ラボラトリー）に定期的に送り、分析・同定を

行うプログラム。各ラボラトリーの検査結果はグループの他ラボラトリーの結果や設定された値と比較され、当該ラボラトリーに報告さ

れる（他の参加ラボラトリーにも名前を伏せて報告）。（米国臨床検査標準委員会）

**治癒成功率（TSR）：喀痰塗抹陽性患者（感染者）のうち治癒した、または全治療を完了したとして新規に登録された件数の割合。

***患者発見率（CDR）：CDR（全形態）は、推定感染者数のうち結核であると新規に告知された患者数（再発を含む）の割合。

出所：NTP データ管理部門 喀痰塗抹顕微鏡検査についてのDTCへの研修 グジュラートの薬品・物品保管庫

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素が適切であり、且つ、協力金額・期間は計画内に収まり（それぞれ計画比
90％、100％）、効率性は高い。



4 持続性

NTP ユニットは、パンジャブ州 PTP ユニットと緊密な連携の下、質の高い NTP の実施に責任を負っている。本プロジェク
トは、実施機関の体制面、技術面、財務面にそれぞれ課題があると判断される。2011 年 6月の保健省の権限移譲の後、NTP
ユニットはスチュワードシップやミレニアム開発目標達成に向けたグローバルなコミットメントの遂行に責任を負うよう
になったが、第 18 回憲法改正に伴い、専任職員の多くが州レベルに異動となり管理体系も変更となった。また、ポリオ撲
滅プロジェクトやレディ・ヘルスワーカー・プログラムといった他の開発課題への対応も緊急に必要となっているために、
結核対策活動のための連邦政府予算は縮小している。予算の制約により、職員の研修能力向上や、県レベルで質の高い DOTS
実施を円滑に継続するために必要な県政府の人材の雇用が影響を受けている。この関連で、県政府はスキル習得・向上の十
分な機会を得ていた既存人材を活用すべく、研修・再研修の機会を得ようと務めている。NTP ユニットも、資源の不足分を
埋めるべくドナー援助を進んで受け入れている。新規ドナー援助の大半は GFATM によるもので、プログラムの機能継続のた
めに用いられている。なお、実施機関の政策面には問題はみられない。

以上により、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。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

パンジャブ州保健局州結核対策プログラム（PTP）ユニットに対し

1) ミレニアム開発目標達成のため、パンジャブ州結核対策プログラムをこれまで対象ではなかった県の全ての民間医療機

関にまで拡大すべきである。

2) 県レベルで質の高い DOTS の円滑な実施を継続するため、職員の研修や人員の雇用のための予算確保の努力が継続され

るべきである。

ポリオ撲滅プロジェクト他の開発課題への対応も緊急に必要となっているために、結核対策活動のための連邦政府予

算は縮小している。NTP ユニットはドナー等外部の支援を確保してプログラムが機能し続けるための努力を継続すべき

である。

パンジャブ州保健局州結核対策プログラム（PTP）ユニットのラホール県担当部門に対し

1) ラホール市の状況改善のための継続的な努力が必要である。

結核関連の指標を県別にみると、ラホールは大都市であり第三次病院からの患者のドロップアウトが多く、都市部の

患者への治療サービスの提供が困難なため、TSR が 90％に至っていない。このような状況を改善するため、民間機関と

の効果的な連携が検討されるべきである。

JICA への教訓：

質の高い DOTS 実施のため、以下に示すように、関係機関のモニタリング・スーパービジョンを研修と並行して行い、技

術及び運営管理能力を強化することは効果的である。

本プロジェクトでは、ヘルスワーカーや検査技師の研修はモニタリング評価及びサーベイランス活動を通して行われた。

また、DOTS 活動のスーパーバイザーとして育成された DTC が診断センターを毎月訪問し、DOTS 活動のチェックリストに沿

ったモニタリング・スーパービジョンを適切に行うとともに、その結果を四半期ごとに州に報告した。このように、モニタ

リング・スーパービジョンのシステムを活用することで、関係機関の技術及び運営管理能力の強化を組織立った形で行うこ

とができる。


