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大洋州地域 

大洋州地域予防接種事業強化プロジェクト 

 

外部評価者：EY新日本サステナビリティ株式会社 西川 圭輔 

０．要旨 
本プロジェクトは、大洋州の 13ヵ国1が拡大予防接種計画（EPI）プログラムを独自

に運営できる能力を持つようになることを目指していたものである。予防接種の政策

上の重要性やニーズは各国に常に存在し、日本の援助政策にも合致していた本プロジ

ェクトの妥当性は高いといえる。プロジェクトでは大洋州の EPI活動における様々な

課題を解決するための技術協力が提供され、ワクチン管理能力やコールドチェーンの

確立等の分野で効果がうかがわれた。その一方で、EPI 関連医療廃棄物の処理やアウ

トリーチ活動のさらなる充実という点で依然として課題があることが明らかとなり、

本プロジェクトの全体的な有効性・インパクトは中程度であると判断された。協力金

額・期間は計画内に収まっており効率性は高い。本プロジェクトの持続性については、

多くの国で研修や活動に対する予算不足といった財務上の問題があり、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（大洋州地域 13ヵ国全域） 

 

 

                                                   
1（ミクロネシア地域）キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ 
（メラネシア地域）フィジー、ソロモン諸島、バヌアツ 
（ポリネシア地域）クック諸島、ニウエ、サモア、トンガ、ツバル 
なお、わが国はニウエを国家承認していないが、ここでは便宜上「国」として表記している。 
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略語一覧 
略語 正式名称 日本語訳 

AD Auto-Disable 使い捨て（注射器） 
BCG Bacille de Calmette et Guérin BCGワクチン 
CDC Centers for Disease Control and Prevention 米疾病管理予防センター 
DTP Diphtheria and Tetanus toxoid with 

Pertussis vaccine 
三種（ジフテリア、百日咳、
破傷風）混合ワクチン 

EPI Expanded Programme on Immunization 拡大予防接種計画 
HepB3 Third dose of Hepatitis B vaccine 第 3回 B型肝炎ワクチン 
Hib3 Third dose of Haemophilius Influenza type 

B vaccine 
ヘモフィルスインフルエ
ンザ菌 b 型ワクチン 

HPV Human Papillomavirus ヒトパピローマウイルス 
MCV Measles-containing vaccine 麻疹ワクチン 
ODA Official Development Assistance 政府開発援助 
OJT On the Job Training 仕事遂行を通じた訓練 
PIPS Pacific Immunization Programme 

Strengthening 
大洋州地域予防接種強化
プログラム 

Pol3 Third dose of Polio vaccine 第 3回ポリオワクチン 
RCV Rubella-containing vaccine 風疹ワクチン 
UNICEF United Nations Children’s Fund 国際連合児童基金 
WHO World Health Organization 世界保健機関 
WPRO Western Pacific Regional Office of WHO WHO西太平洋事務局 

 

1.1 協力の背景 

 大洋州地域では、WHO／WPRO の技術支援の下、1977 年から母子保健の向上を目

的とした EPI事業を実施してきた。特にポリオの根絶活動を推進した結果、2000年に

は大洋州地域においてポリオ根絶が宣言された。2003 年に WPRO は、ポリオに続く

重点疾病対策として麻疹と B型肝炎を挙げている。他方、予防接種率のさらなる向上

を図る上で、ワクチンロジスティクス（ワクチンの必要量の算出、適切な時期のワク

チンの調達、適切な温度下でのワクチンの管理）及びコールドチェーンの維持管理の

脆弱さが指摘されていたほか、使用済み注射針・注射器の安全廃棄など医療廃棄物処

理も新たな課題となっていた。 

 
予防接種率の変化を示すグラフ 
（キリバスのヘルス・センター） 

 

 
本プロジェクトで供与した 

アイスライン式冷蔵庫（トンガ） 
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 このような課題の解決に向けて、2004 年 3 月に開催された WHO／UNICEF 合同ワ

ークショップにおいて、大洋州地域各国政府、WHO、UNICEF、オーストラリア、ニ

ュージーランド、米国、日本をはじめとする国際機関及び二国間援助機関が、予防接

種プログラムを活性化するための大洋州地域予防接種強化プログラム（PIPS）を共同

宣言した。これを受け、国際協力機構（JICA）は PIPS の枠組みの下で、大洋州地域

13 カ国を対象として、「ワクチン管理」「コールドチェーン管理」「安全予防接種」に

関する地域研修の実施、13カ国・地域の EPI政策・計画向上のための支援、EPI活動

従事者の育成を通じた協力を実施することとなり、技術協力プロジェクトが開始され

た。 

  

1.2 協力の概要 

上位目標 
対象地域における全ての子供たちがスケジュール通りに有効な

ワクチン接種を受けられるようにする。 

プロジェクト目標 

EPI事業のうち、特にコールドチェーンの維持管理、ワクチンロ

ジスティクス、安全な予防接種と EPI 関連廃棄物処理に関して、

「大洋州予防接種強化プログラム」の理念の下、全ての国・地域

が EPIプログラムを独自に運営できる能力を持つようになる。 

成果 

成果 1 
各国・地域の保健省の EPIプログラムの計画・モニタリング能力

が向上する。 

成果 2 
ワクチン、コールドチェーン、安全注射に関する太平洋地域トレ

ーニングプログラムを組織化し、機能させる。 

成果 3 
各国・地域におけるワクチンの需要予測能力、ワクチン管理能力、

コールドチェーン維持管理システムが改善される。 

成果 4 
各国・地域における安全注射、医療廃棄物処理の管理能力が改善

される。 

成果 5 各国・地域における EPIアウトリーチ活動が改善される。 

投入実績 

【日本側】 

1. 専門家派遣 6人 

長期専門家 4人、短期専門家 2人 

2. 地域研修 EPI研修計 119人、コールドチェーン研修計 72人 

3. 国内研修 計 659人 

4. 機材供与 冷蔵庫 184台、冷凍庫 14台、車両 3台、焼却炉 3

台 

5. 現地業務費 1億 2百万円 

【各国政府側】 

1. カウンターパート配置 
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2. プロジェクト活動に必要な施設、執務室の提供 

協力金額 650百万円 

協力期間 2005年 2月 ～ 2010年 2月 

相手国関係機関 大洋州 13カ国の各国保健省 

我が国協力機関 長崎大学熱帯医学研究所 

関連案件 

大洋州地域予防接種体制整備プロジェクト（2011 年 2 月～2014

年 2月）2、新医薬品供給センター建設計画（2002年 6月～2004

年 3月）等 

 

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 

終了時評価では、対象国 13カ国のうち既に 10カ国で EPI対象ワクチンの接種率

が目標値の 80％以上を達成していたこと、また、WHO／UNICEF合同報告書におい

ても、DTP1接種率、DTP1-DTP3中断率3ともに一定の発展がうかがわれることなど

から、2015年までの上位目標の達成見込みは高いと推測されていた。 

 

1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

プロジェクト目標の達成度を測る指標は 5つ設定されていたが、その全てを達成

している国は少なく、特に指標の一つである麻疹ワクチンの 2回接種率 95％以上を

達成している国は 4カ国に留まっていた。しかし、総合的には予防接種活動には一

定の発展がうかがわれており、EPI プログラムの独自運営につながる管理能力は向

上していると判断された。 

 

 1.3.3 終了時評価時の提言内容 

 プロジェクトに対しては、主に各国が主体的に予防接種プログラムを実施・継続

できるように、それまでの技術協力の経験を反映した国別の出口戦略及び地域レベ

ルでの協力を各国の自立発展につなげていく戦略を策定する必要性が指摘された。

また、各国では政府内における EPI事業の重要性に関する認知度を高めていくこと

が重要であるとされた。PIPSの枠組みに対しては、PIPS自体に対する評価を行い、

地域レベルでプログラムを推進していくこと、またそのためには中心的な役割を担

ってきたフィジー政府の高いコミットメントを引き出し、事務局機能を強化するた

めの戦略的な取り組みが必要であるとされた。 

                                                   
2 本事業の後継プロジェクトとして位置づけられており、対象 13ヵ国の関係者に対するコールドチ
ェーンの地域研修と、EPI事業の自立発展性に課題が残っていると判断された一部の国（ソロモン、
バヌアツ、キリバス、サモア、ミクロネシア）において、特に EPI管理実務者やコールドチェーン
維持管理技術者に対する国内研修等を重点的に実施している。 
3 DTPの第 1回接種の割合と第 3回接種の割合の差。1回目の接種を受けた子供が 3回目まで接種
を受けたかどうかが予防接種率を測る一つの目安となっている。 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 西川 圭輔（EY新日本サステナビリティ株式会社）4 

 

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 9月 

 現地調査：2013年 1月 11日～1月 26日、2013年 5月 25日～6月 13日 

 

2.3 評価の制約 

 事業効果の発現度合いを測る指標の達成度が定量的に定義されていない場合が多く、

中間評価及び終了時評価では、達成の有無はプロジェクトチームの判断に拠る部分が

大きかった。今回の事後評価では各国保健省自身の判断を尊重し、現地調査において

確認作業を行うことにより達成度を検証したが、対象国が 13カ国と多かったため、現

地調査を行うことができなかった 4カ国（パラオ、ツバル、ソロモン諸島、ニウエ）

については、基本的に保健省の回答内容に依拠した。 

 

3．評価結果（レーティング：B5） 
3.1 妥当性（レーティング：③6） 

 3.1.1 開発政策との整合性 

 大洋州地域では、1977年から WPROの技術的支援の下で予防接種拡大計画（EPI）

が実施されていた。本プロジェクトが計画されていた 2004 年当時、域内 13 ヵ国及

び予防接種分野で協力するドナーにより、この計画の自立的な発展を目指した大洋

州予防接種プログラム強化（PIPS）イニシアティブが関係者の総意によって立ちあ

げられ、ワクチンの自給体制の確立・維持、接種率の向上、ワクチン損失率の低減

に向けた EPI 事業の改善等を達成することが目標として掲げられた。PIPS 会合は

2005年以降毎年開催され、参加各国は予防接種活動の進捗状況のレビューを行うと

ともに経験の共有、次年度に向けた行動計画に関する合意などがなされてきた。 

 予防接種に関する政策の策定状況は、計画時には策定予定／策定中とした国が 5

カ国、WHO/UNICEFのガイドラインを用いている国が 1カ国存在していたが、プロ

ジェクト完了時には 11ヵ国において「予防接種政策」や「予防接種ハンドブック」

などの他、保健省の戦略計画の一部として予防接種が位置づけられるなど、名称は

異なるものの予防接種活動を推進するための政策・施策が何らかの形で整備されて

                                                   
4 株式会社日本経済研究所より補強として同社調査に参加。 
5 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
6 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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いた。本事業が主な活動分野とした EPI 管理能力の向上やコールドチェーンの確立

についてもこれらの政策・施策において主要項目として掲げられていた7。 

 PIPSイニシアティブが立ちあげられて以降、域内関係国・ドナー間での会合が毎

年開催されたほか、ドナー間でほぼ毎月のペースでフィジーの首都で会合を開催す

ることにより、同イニシアティブは予防接種関係者の協働メカニズムとして有効に

機能したといえる。本プロジェクトは PIPSの全体の枠組みの中で EPI活動従事者や

コールドチェーン技術者の能力向上を担ったという点で、予防接種体制の強化を図

る地域全体の方向性・活動に大きく整合していたといえる。 

 

  3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 大洋州地域では、三種混合やポリオワクチンの接種率が 1995 年以降 80％以上の

水準に達していたが、本プロジェクトの計画時にはさらなる向上を図る必要性があ

ることが域内各国に認識されていた。そのためには、ワクチンに関するロジスティ

クス及びコールドチェーン資機材の維持管理の脆弱さを克服する必要性が域内ワー

クショップで指摘され、さらに予防接種関連医療廃棄物の安全な廃棄処理が地域全

体の課題として明らかになっていた。 

 本プロジェクトの実施に加え他ドナーによる協力も多く行われた結果、大洋州地

域の予防接種率は大きく向上し、2010年のプロジェクト完了時には多くの国で 90％

を超える予防接種カバー率を多くのワクチンについて実現している（表 1参照）。し

かし、一部では依然として十分な予防接種率を達成しておらず、予防接種の一層の

改善を実現していくためには、依然として存在している以下の課題（開発ニーズ）

に取り組む必要性が多くの国及び当時のプロジェクトチームより指摘された。 

・ 保健制度の成熟度、EPI活動の実施状況は一様ではなく、財政不足や人材不足

に起因する管理能力不足の問題が円滑かつ効率的な EPI 活動の実施を阻害し

ている国も存在する。 

・ EPI関連医療廃棄物の処理には依然として課題を抱えている国が少なくない。 

・ 離島が点在していることや同一島内でも交通アクセスの悪い地域があること

から、接種率のさらなる向上には困難が伴う。 

 

                                                   
7 サモアとニウエを除く 11カ国が独自の政策・施策を策定。プロジェクト完了時点では、サモア（策
定中）は WHO/UNICEFのガイドラインを用いていたほか、ニウエは独自の政策は有しておらずニ
ュージーランドの予防接種ハンドブックを使用していた。 
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表 1 大洋州各国の予防接種率（2010年） 

（単位：％） 

 BCG DTP1 DTP3 HepB3 Hib3 MCV Pol3 

ﾐ
ｸ
ﾛ
ﾈ
ｼ
ｱ  

キリバス 87 97 91 91 91 89 95 

マーシャル諸島 99 99 94 97 92 97 95 

ミクロネシア連邦 70 90 85 88 70 80 85 

ナウル 99 99 99 99 99 99 99 

パラオ - 99 69 80 66 39 68 

ﾒ
ﾗ
ﾈ
ｼ
ｱ  

フィジー 99 99 99 99 99 94 99 

ソロモン諸島 85 85 79 79 79 68 78 

バヌアツ 81 78 68 59 - 52 67 

ﾎ
ﾟ
ﾘ
ﾈ
ｼ
ｱ  

クック諸島 99 99 99 99 99 99 99 

ニウエ 99 99 99 99 99 99 99 

サモア 91 97 87 87 87 61 86 

トンガ 99 99 99 99 99 99 99 

ツバル 99 99 89 89 89 85 89 
注：WHO/UNICEFによる推計値（2011年推計） 
出所：”Immunization Summary”, The 2013 edition 

 

 予防接種活動は、一度接種率が向上しても 5 歳以下の子供が予防接種を受ける必

要性や予防接種活動に従事する保健医療行政官やサービス提供者の能力向上の必要

性は常に存在している。また、近年は新興感染症の脅威、新ワクチンの導入に伴う

能力強化といった新たなニーズも現れてきている。 

 以上より、計画時においてもプロジェクト完了時においても、高い予防接種率の

達成と維持に対するニーズは引き続き高く、本プロジェクトは EPI関係者の運営維
持管理能力の向上等に貢献することで全ての国・地域が EPI プログラムを独自に運

営できる能力を持つようになることを目指していたことから、両時点においてこの

ニーズに合致しているといえる。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 日本政府は大洋州諸国との関係を強化する目的で 1997年より「太平洋・島サミッ

ト」を 3年毎に開催しており、2003年の第 3回太平洋島サミットにおいて、太平洋

島嶼国との間で『沖縄イニシアティブ』を採択した。その中で「保健・衛生の改善」

を 5つの重点分野の 1つとして掲げ、同時に策定した共同行動計画においても他ド

ナーとの協調の下に予防接種分野で支援を行っていくこととしていた。 

これをふまえて 2004年度に発表された大洋州に対する ODAの基本方針は、保健

医療を含む経済・社会インフラの整備を 5つの協力重点分野の 1つとして掲げてお

り8、広域プロジェクトである本事業は当時のわが国の大洋州地域全体に対する援助

                                                   
8 2004年度『国別データブック』（外務省）による。 
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政策と高い整合性を有していたといえる。 

 

以上より、本プロジェクトの実施は大洋州地域各国の開発政策、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9（レーティング：②） 

3.2.1有効性 

 本プロジェクトの有効性は、プロジェクトの成果 1～5及びプロジェクト目標の各

指標に対する各国の達成度を総合的に検討することにより評価した。各国の EPI担

当者の認識している達成度を基本としつつ、現地調査での情報収集と検証を踏まえ

て変更した項目もある。 

 本プロジェクトの PDM は中間評価調査の際に見直しが行われ、成果及びプロジ

ェクト目標に関する複数の指標が改訂された。各指標に関して実際に入手可能なデ

ータを精査した結果、指標の定義を変更したり定量的な目標値を削除したりする必

要が生じたことが、改訂の主な理由であった。その影響もあり、成果の達成度の測

定は定性的な側面が大きい。 

 

3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

1）成果 1「各国・地域の保健省の EPIプログラムの計画・モニタリング能力が

向上する」 

指標 1：プロジェクト終了の 2010年までに、全ての対象国が麻疹制圧と B型

肝炎対策を含むキャンペーン事業と独自予算・管理下での定期予防接

種活動にかかる国家 EPI活動計画を策定する。 

指標 2：2010 年までに、全ての対象国がワクチン管理、コールドチェーン維

持管理、安全注射および医療廃棄物処理に関する予防接種政策を策定

する。 

指標 3：対象国のうち数カ国において、県レベルにおける予防接種の質およ

び疾病データの精度が向上する。 

 

成果 1 に対するプロジェクト完了時の各国の指標達成状況は以下の通りであ

った。 

 

                                                   
9 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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表 2 成果 1に係る指標の達成状況（プロジェクト完了時：2010年） 

成果 1 
ミクロネシア地域 メラネシア地域 ポリネシア地域 達成国

割合 FSM KIR RMI NRU PLW FIJ SOL VAN COK NIU SAM TGA TUV 
指標 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 92% 

指標 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 92% 

指標 3 ○ ○ ○ NA × ○ × ○ ○ NA × ○ ○ 73% 

注：○=達成、×=未達成、該当なし=NA（表 3~6も同様） 
略称：FSM=ミクロネシア連邦、KIR=キリバス、RMI=マーシャル諸島、NRU=ナウル、PLW=パ

ラオ、FIJ=フィジー、SOL=ソロモン諸島、VAN=バヌアツ、COK=クック諸島、NIU=ニウ
エ、SAM=サモア、TGA=トンガ、TUV=ツバル（表 3~6も同様） 

出所：各国保健省の質問票への回答内容及び外部評価者による判断を基に作成（表 3~6も同様） 
 

予防接種に係る政策の策定状況については、「3.1.1 開発政策との整合性」に

示す通り、11ヵ国において独自の「予防接種政策」や「予防接種ハンドブック」

などが策定されていた他、サモア以外の全ての国で EPI 活動計画が整備され、

それに基づいて日常的な予防接種活動が実施されていた。ただし、EPI 活動計

画に対する独自予算措置については、多くの国で「ワクチンのみ」に対する予

算は確保されているものの、交通費などの予防接種の活動自体のための経費は

必ずしも確保されておらず、計画文書と予算が必ずしもリンクしていないこと

がうかがわれた。なお、総合的な政策・計画が未完成の状態にあるサモアでも、

通常の活動に対するスケジュールは立てられていた。 

毎年の EPI活動の計画については、年 1回開催された PIPS会合の場で各国が

発表していたことから全ての国で策定されているといえるが、複数年度にまた

がる計画を有している国は 7カ国に留まった。 

指標 3 については、予防接種率の改善に伴い県レベルにおいても予防接種の

質は向上してきている一方で、疾病データについては全ての国で精度が高まっ

ているものの、必ずしも十分整備されていない国も依然として存在していた。

また、疾病のサーベイランス活動と予防接種活動とのあいだの情報共有が行わ

れていない国もうかがわれた。 

 

2）成果 2「ワクチン、コールドチェーン、安全注射に関する太平洋地域トレー

ニングプログラムを組織化し、機能させる」 

指標 1：2010 年までに、対象地域の EPI 対策官とコールドチェーン担当官が

関連分野での専門研修を受講する。 

 

プロジェクト完了時の各国の指標達成状況は以下の通りであり、達成したと

考えている国の割合は 92％であった。 
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表 3 成果 2に係る指標の達成状況（プロジェクト完了時：2010年） 

成果 2 
ミクロネシア地域 メラネシア地域 ポリネシア地域 達成国

割合 FSM KIR RMI NRU PLW FIJ SOL VAN COK NIU SAM TGA TUV 

指標 1 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 92% 

※注や出所は表 2に同じ 

 

 本プロジェクトでは各国の代表に対する地域専門研修が毎年 1 回実施され、

その受講者数は EPI 研修が計 119 名、コールドチェーン機材管理研修が計 72

名であった。全ての国が本プロジェクト期間内に研修を受講する予定であった

全ての担当者が研修を受講できたと回答した。他方、各国で理想とされる受講

者数に対して実際の受講者数が十分であったかどうかについては、多くの国が

十分であったとする一方で、一部の国からは特にコールドチェーン技術者の参

加が不足していたという意見が挙げられていた。ただし、実際の受講者数が理

想とする数から大きく乖離していたわけではなく、全体的には十分な規模で実

施されたといえる。 

 本プロジェクトにおいて並行的に実施された各国での国内研修（各国 1～4

回、計 24回実施）では、地域専門研修の受講者が講師を務めることにより国内

の EPI 関係者の能力向上が図られた。研修講師としての能力を測る基準はいず

れの国にも存在しなかったが、各国の保健省からは多くの EPI 関係者にとって

有益かつ貴重な研修であったという声が聞かれ、事後評価調査においても実際

に村落部でのアウトリーチ活動の際に国内研修を受けた看護師による円滑な活

動が確認された。したがって、地域専門研修での履修内容を国内研修にて普及

させていくという枠組みは概ね有効に機能していたといえる。 

 なお、大洋州地域では米国（ハワイ、グアムを含む）やニュージーランドへ

の移住が比較的容易なミクロネシア地域やポリネシア地域を中心に医療関係者

の人材流出が問題となっており、本プロジェクトによる研修受講者の国外・域

外への流出がプロジェクト実施期間中より常に懸念されていた。プロジェクト

完了時点での研修受講者の残留状況については、フィジー、ナウル、サモア、

ツバルの 4 カ国では全ての受講者が保健活動に引き続き携わっていたが、その

他の多くの国では 1 人～数人が既に離職していることが確認された。パラオに

いたっては EPI研修受講者 5名、コールドチェーン研修受講者 2名の全員が既

に離職していることが報告され、研修の効果が著しく損なわれていることがう

かがわれた。 

ただし、完了時から事後評価時の間の 3 年間では、さらなる人材の流出はあ

る程度止まっており、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ニウエ、サモア、

トンガ、ツバル、バヌアツの 7ヵ国では研修受講者で離職した者はいなかった。 
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3）成果 3「各国・地域におけるワクチンの需要予測能力、ワクチン管理能力、

コールドチェーン維持管理システムが改善される」 

指標 1：2010 年までに、ワクチン在庫ゼロを経験したことのある州・県が減

少し、なくなる。 

指標 2：2010年までに、全ての国においてワクチンが間断なく供給される。 

 

プロジェクト完了時の各国の指標達成状況は以下の通りであった。 

 

表 4 成果 3に係る指標の達成状況（プロジェクト完了時：2010年） 

成果 3 
ミクロネシア地域 メラネシア地域 ポリネシア地域 達成国

割合 FSM KIR RMI NRU PLW FIJ SOL VAN COK NIU SAM TGA TUV 

指標 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 92% 

指標 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100% 

※注や出所は表 2に同じ 

 
ワクチン管理能力はプロジェクト

の実施により大幅に向上し、ほとん

どの国においてほぼ問題なくワクチ

ンが調達されている。ワクチン供給

の中断を経験していない国は 100％

に上り、計画時（2004年）の 30.8％、

終了時評価時（2009年）の 69.2％か

ら大きく上昇した。本プロジェクト

では、ワクチンロジスティクス及び

コールドチェーンの維持管理に関す

る研修及び機材供与を重点的に実施しており、各国からは特にコールドチェー

ンの確立・強化に関して非常に高い評価が得られている。これらの活動により、

安全なワクチンの管理、アウトリーチ活動の充実化、在庫管理の容易化という

効果をもたらしている。 

ワクチン管理能力は地域全体として大幅に向上し、接種率の上昇がもたらさ

れたが、全ての国がプロジェクト完了時点でワクチン在庫ゼロが解消できたわ

けではなかった。ワクチン在庫に関する記録が不十分であったことに伴う発注

のタイミングの遅れが主な理由であった。 

なお、コールドチェーンの確立やワクチン調達の分野においては UNICEFも

長年にわたる協力を続けており、メラネシア地域及びポリネシア地域ではワク

チンの一括購入を行っているほか、各国もワクチン需要予測には UNICEFの計

算式を用いている（ミクロネシア地域では BCG以外のワクチンは CDCにより

 
写真 1 本プロジェクトで供与したアイスラ

イン式冷蔵庫（トンガ） 
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手配されている）。PIPS の枠組みにおけるドナー間の調整を通じて、本プロジ

ェクトにて各国に対する研修を定期的に実施したり必要な資機材を調達したり

したことにより、域内の EPI関係者の管理能力がさらに向上したといえる。 

 

4）成果 4「各国・地域における安全注射、医療廃棄物処理の管理能力が改善さ

れる」 

指標 1：2010 年までに、全ての国が安全注射、使用済み注射器・注射針の廃

棄に関する活動計画を策定する。 

指標 2：2010年までに、全ての国が EPIに AD注射器を使用する。 

 

プロジェクト完了時の各国の指標達成状況は以下の通りであった。 

 

表 5 成果 4に係る指標の達成状況（プロジェクト完了時：2010年） 

成果 4 
ミクロネシア地域 メラネシア地域 ポリネシア地域 達成国

割合 FSM KIR RMI NRU PLW FIJ SOL VAN COK NIU SAM TGA TUV 

指標 1 × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 77% 

指標 2 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 85% 

※注や出所は表 2に同じ 

 
  CDC からワクチン供与を受けて

いるミクロネシア 3 国（パラオ、ミ

クロネシア連邦、マーシャル諸島）

では、AD 注射器の在庫がなくなる

と通常の使い捨て注射器を用いてい

たり、そもそも AD 注射器を使用し

ていなかったりというケースも見ら

れた。予防接種以外の注射にも用い

ることのできるという汎用性の高さ

が通常の使い捨て注射器を使用する

主な理由であったが、本プロジェク

トが目標とした成果指標には合致していなかった。それ以外の国では全ての予

防接種において AD注射器が用いられていた。 

 安全注射、使用済み注射器・注射針の廃棄に関する活動計画の策定について

は、77％という高い達成度がうかがわれた。しかし、処理方法等を定めた「活

動計画」の策定はなされていても、必ずしも適切な処理が行われているわけで

はなく、ほとんどの国で EPI 関連廃棄物の処理は課題として捉えられていた。

焼却炉を用いて全ての注射器・注射針の処理を行っている国は国土面積が小さ

 
写真 2 本プロジェクトで供与した焼却炉

（ミクロネシア連邦） 
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く容易に収集可能なニウエのみであり、トンガやサモアでは地方部や離島から

焼却施設に運搬してから焼却処理を行っていた。それ以外の国では、一定の範

囲内に適切な焼却施設がないため、特に離島を中心に焼却炉以外での焼却処理

（野焼きを含む）や、他の医療廃棄物と共に開放埋め立てされている場合もあ

るとのことであった。全体的には、首都や拠点病院から離れた地域における EPI

関連医療廃棄物の処理状況は必ずしも適切とはいえない。島嶼間の運搬の困難

性、焼却炉の購入予算の不足、処分場の確保の難しさといった問題があり、遅々

として整備が進まない状態となっている場合が多い。 

 

5）成果 5「各国・地域における EPIアウトリーチ活動が改善される」 

指標 1：2010 年までに、全ての国においてスケジュール通りの予防接種サー

ビスを提供できる。 

指標 2：2010年までに、全ての国において予防接種の中断率（DTP1と DTP3

の接種率の差）が 10％以下へと減少する。 

 

プロジェクト完了時の各国の指標達成状況は以下の通りであった。 

 

表 6 成果 5に係る指標の達成状況（プロジェクト完了時：2010年） 

成果 5 
ミクロネシア地域 メラネシア地域 ポリネシア地域 達成国

割合 FSM KIR RMI NRU PLW FIJ SOL VAN COK NIU SAM TGA TUV 

指標 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100% 

指標 2 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × 69% 

※注や出所は表 2に同じ 

 
大洋州各国では、予防接種のスケジュールを策定し、病院やクリニックで予

防接種を実施する以外に、管轄範囲内の村落を定期的に訪問して村の集会所や

教会敷地内等で接種を行う「アウトリーチ活動」を展開している。全般的な予

防接種率の高さにも表れている通り、アウトリーチ活動は十分に行われている

といえ、指標 1 の達成状況についても、各国保健省も課題はありながらも概ね

スケジュール通りの予防接種サービスを提供できていると考えている。 

アウトリーチ活動の展開における課題としては、多くの国から「離島」への

アクセスの問題が挙げられた10。拠点病院に近い本島の村々であればスケジュ

ール通りの訪問が可能であるが、特に遠隔地への離島へは航空便や船便の便数

が十分ではなく、また、航空便は存在しても運賃が高価なため交通費予算が十

分でなく十分な訪問が困難であるケースがさらなる接種率の向上に対する大き

な障害となっている。少人数しか乳幼児が居住していない離島においては、総

                                                   
10 ナウル、ニウエは離島を有していないほか、サモアも実質的には離島は有していない。 
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コストはもとより 1 人当たり接種コストも非常に高くなっており、ワクチン購

入以外の予算の工面に苦労している状況下では、早期の活動の改善は困難であ

ると考えられる。 

予防接種の中断率についても、多くの国で改善がうかがわれ、プロジェクト

が終了した 2010 年時点で 10％を超える中断率を記録した国は 1 ヵ国のみであ

った。ちょうど 10％だった国は 3 ヵ国あったが、これらの国の多くで翌 2011

年には中断率は改善していることが確認された。中断率の主な発生要因は、離

島を中心としたアクセスの問題や、必ずしも予防接種に対する意識の高くない

保護者の存在であり、各国では電話でのフォローアップや各戸訪問等の手段を

通じて少しでも予防接種を実施する取り組みを行っている。 

 

3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標「EPI 事業のうち、特にコールドチェーン維持管理、ワクチ

ンロジスティクス、安全な予防接種と EPI関連廃棄物処理に関して、「太平洋予防

接種強化プログラム」の理念のもと、全ての国・地域が EPI プログラムを独自に

運営できる能力を持つようになる」の達成度を測定するため、本プロジェクトで

は 5つの指標が設定されていた。これらの指標の達成度を「成果 1～5」と同様に

示すと以下のとおりとなった。 

 

表 7 プロジェクト目標に係る指標の達成状況（プロジェクト完了時：2010年） 

 
ミクロネシア地域 メラネシア地域 ポリネシア地域 達成国

割合 FSM KIR RMI NRU PLW FIJ SOL VAN COK NIU SAM TGA TUV 

指標 1 × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × × ○ 54% 

指標 2 × × ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ ○ 46% 

指標 3 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 77% 

指標 4 × ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 69% 

指標 5 × × ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ × 38% 

※注や出所は表 2に同じ 

 
1） 指標 1「プロジェクト終了（2010 年）までに、全ての国が予防接種中期計

画（Multi-Year Plan）を策定する」 

予防接種に係る政策は策定されている国が多かったものの、複数年度に

またがる計画を有していた国は、成果 1 にも示す通り 7 カ国に留まってい

た。また、中期計画（Multi-Year Plan）に関する認識も国によって大きく異

なっており、予防接種に特化した計画文書を有する国もあれば、保健セク

ター全体の計画の中に予防接種が含まれるとした国もあり、判断が容易で

はなかった。 
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2） 指標 2「プロジェクト終了までに、全ての国および地域が、ワクチン廃棄率

を正確に報告かつ活用する」 

 予防接種やワクチン在庫等に関するデータは整備されてきているものの、

データ収集は多くの国にとって「以前より改善したがさらなる改善が必要」

とされる項目であり、ワクチン廃棄率についてのデータを正確に把握して

いる国は少なかった。データ整備を行っていない国も複数あり、今後実態

の正確な把握に取り組んでいくことが求められる。 

 

3) 指標 3「プロジェクト終了までに、全ての国および地域が、コールドチェー

ン機材の整備リスト作成システムを有し、毎年最新化される」 

コールドチェーン機材については、本プロジェクトにて方式の異なる冷蔵

庫を計 198台供与し、さらにコールドチェーン機材台帳の作成を指導した。

UNICEF 等の他ドナーも冷蔵庫を供与して引き続きワクチンの適切な管理

に物理面で必須となるコールドチェーンの確立を推進しており、現地調査を

行った全ての国で、冷蔵庫内の温度を毎日計測している記録が確認されてい

る。ただし、機材修理や適正配置、追加的な機材調達が必要になった際に適

切な対応を取ることが可能となるコールドチェーン機材台帳の整備につい

ては、常に最新の状態に更新している国の割合は 77％と、他の指標よりは

達成度が高いものの、一部の国で機材管理が行き届いていないことがうかが

われた。 

 

4) 指標 4「プロジェクト終了までに、全ての国および地域において、予防接種

をスケジュール通り終えた乳幼児の割合が 80％以上となる」 

予防接種率は多くの国で向上しており、スケジュール通り予防接種を終

えた乳幼児の割合が 80％に達している国は全体の 69％であった。これらの

国は、表 1 に示されている個別ワクチンの接種率が比較的高い国と一致し

ていることが読み取れる。達成していない国では、特に Hib ワクチンや麻

疹ワクチンの接種率が低くなっている。 

 

5) 指標 5「プロジェクト終了までに、全ての国および地域において、麻疹ワク

チンの 2回接種の接種率が 95％以上となる」 

本指標は元々非常に高く設定されていたという意見が終了時評価時にも

聞かれていたが、事後評価時においても 95％の水準を達成している国は

38％にとどまった。なお、バヌアツでは予算不足により麻疹ワクチンの 2

回接種は導入されていなかった。その他の国の一部では、近年 2回目の接種

が導入されたとのことであり、適切な運営体制の構築には若干の時間を要し
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ていたと推察される。 

 

プロジェクト目標を測る 5つの指標のうち、指標 3及び指標 4については一部

の国を除いて目標を達成しており、指標 4については未達成の国にもプロジェク

ト期間中に一定の改善がうかがわれた。指標 1に関しては、各国で EPI計画や各

年のスケジュール作成は行われているものの、複数年度にわたる中期的な計画づ

くりはあまり多くの国では行われていない。背景には、多くの国でそもそも人員

不足であったり 1人の職員が複数の業務を担当しているため多忙であったりとい

う理由が挙げられる。指標 2に掲げるワクチン廃棄率を正確に整備している国も

半分程度であったが、データを整備するにはそのための知識を有する別の職員が

必要である。本プロジェクトではワクチン管理の能力向上のための活動は行われ

ているが、各種データ整備まで十分に指導することができたわけではなかった。

指標 5については元々の設定水準が高かったということもあるが、達成率は低い。 

 

なお、プロジェクト目標の各指標について事後評価時の達成度を確認したとこ

ろ、以下の表 8の通りであった。 

 

表 8 プロジェクト目標に係る指標の達成状況（事後評価時：2013年） 

 
ミクロネシア地域 メラネシア地域 ポリネシア地域 達成国

割合 FSM KIR RMI NRU PLW FIJ SOL VAN COK NIU SAM TGA TUV 

指標 1 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ 62% 

指標 2 × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ 62% 

指標 3 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 77% 

指標 4 × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 77% 

指標 5 × × ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ ○ 46 % 

※注や出所は表 2に同じ 

プロジェクト完了時からの 3年の間に、指標 3を除く全ての指標で若干の改善

が見られたほか、2010年までに達成されていた指標が未達成に陥るという状況も

発生していないことが明らかとなった。また、達成した国の割合が 50％を下回る

指標も「指標 5」のみとなっており、未達成の 7 ヵ国においても麻疹ワクチンの

接種率が下落した国はなく、全ての国で上昇または同率であった。したがって、

プロジェクト完了後もプロジェクト目標をより高い水準で達成する方向性が明確

に表れているといえる。 

 

3.2.2インパクト 

 3.2.2.1 上位目標達成度 

 上位目標「対象地域における全ての子供たちがスケジュール通りに有効なワ
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クチン接種を受けられるようになる」の達成度を測るため 1 つの指標が設定さ

れていた。 

 

1） 指標 1「2015年までに全ての地域において EPI対象ワクチンの接種率が 80％

以上となり、その状態が維持される（麻疹ワクチンの 2 回接種及び出生後

24時間以内の出生時接種を含む B型肝炎ワクチンの 3回接種を含む）」 

本指標は、プロジェクト目標の指標 4「プロジェクト終了までに、全ての

国および地域において、予防接種をスケジュール通り終えた乳幼児の割合が

80％以上となる」との関連の大きな指標である。WHO-UNICEFの報告書に

も示されている通り予防接種率には近年一定の発展がうかがわれている。

2011年の各国の予防接種率の状況は以下の通りである。 

 

表 9 最新の予防接種率の状況（2011年） 
国名 概況 

ﾐ
ｸ
ﾛ
ﾈ
ｼ
ｱ  

キリバス HepB3を含め全ての予防接種が 80％以上 
マーシャル諸島 HepB3を含め全ての予防接種が 90％以上 
ミクロネシア連邦 BCGと Hib3が 70％台。それ以外は HepB3を含め 80％以上 
ナウル HepB3を含め全ての予防接種率が 99％ 
パラオ HepB3を含め全ての予防接種が 80％以上（BCGはデータなし） 

ﾒ
ﾗ
ﾈ
ｼ
ｱ  

フィジー HepB3を含め全ての予防接種が 90％以上 
ソロモン諸島 MCVが 70％台。それ以外は HepB3を含め 80％以上 
バヌアツ BCGが 81％の他は全て 80％未満。HepB3は 59％。MCVは 1回 

ﾎ
ﾟ
ﾘ
ﾈ
ｼ
ｱ  

クック諸島 
MCV1 及び RCV1 の予防接種は 80％以上。それ以外の予防接種
は 90%以上 

ニウエ HepB3を含め全ての予防接種が 90％以上 
サモア MCVが 67％。それ以外は HepB3を含め 90％以上 
トンガ HepB3を含め全ての予防接種率が 99％ 
ツバル HepB3を含め全ての予防接種が 90％以上 

出所：”Immunization Summary”, The 2013 edition及び各国提供のデータを基に評価者に
より整理 

 

上表からも明らかな通り、2011年時点で全てのワクチン接種率が 80％を

超えている国は 9ヵ国となっており、ミクロネシア連邦、ソロモン諸島及び

サモアも 1～2つのワクチン接種率を 1～2割上昇させることにより上位目標

を達成させられる見込みが高い。他方、バヌアツでは麻疹ワクチンの接種の

2回化という課題11がある他、BCG以外のワクチン接種率が 80％を下回って

おり、上位目標の達成にはしばらくの年月を要するものと考えられる。 

離島を抱えている大洋州の島嶼国は一様に予防接種率のさらなる向上や、

                                                   
11 ソロモン諸島では、2001年以降、約 3年に 1度程度、補足的な予防接種活動（Supplementary 
Immunization Activities: SIAs）を実施して集中的に MCVの 2回目接種率を高める取り組みを行って
いる。 
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HPVワクチンなどの新たなワクチンの接種に課題を抱えているが、EPI担当

官のリーダーシップの下、体系的な制度を整えて活動を実施することにより

トンガ12のように非常に高い接種率を実現した国も存在する。PIPS関係のド

ナーによる技術面及び資金面の支援も加わったことから、各国の予防接種状

況は向上しており、今後も維持・向上することが期待される。 

ただし、予防接種活動実施の体制や制度は各国に概ね存在するものの、指

導者の果たす役割、地方部（離島を含む）における予防接種体制の充実度、

予算措置状況によって各国の達成見込みは一様ではない。前述のソロモン諸

島やバヌアツは、全人口に対する首都・主島における人口割合が低く、アウ

トリーチ活動に多くの労力と費用がかかるという特殊な問題を抱えており、

他国との比較では構造的な困難性を有しているといえる。 

 

上位目標は 2015年を目標年次としているため、これまでと同等以上の努力に

よる活動を継続していくことにより 11 カ国は指標を達成することが見込まれ

る。バヌアツについては、MCVの 2回化の導入を行い接種率を高めていくこと

が今後必要である。 

なお、各成果の達成状況についての協力対象国毎の違いは、各国が優先的に

取り組むべき課題を明示している。このため、さらなる自助努力を求めると同

時に、各国の状況に応じたきめ細かな外部支援がなされることによって、当該

プロジェクトのインパクトがより高まると考えられる。 

 

 3.2.2.2その他のインパクト 

1）自然環境へのインパクト 

本プロジェクトの計画時には、各国・地域では EPI関連廃棄物の処理システ

ムが確立されることから、環境への影響が軽減されることが想定され、また一

般医療廃棄物処理も適切に実施されることが波及効果として期待されていた。

実際に、本プロジェクトでは焼却炉 3基の供与の他に、医療廃棄物処理に関す

る標準的な基準を導入し関連分野の研修も提供した。 

事後評価において把握した EPI関連廃棄物の処理状況については、成果 4の

評価でも述べている通り、地方部や離島を中心13に適切な焼却処理が行われて

いない。本事業で供与した焼却炉の数も 3つに留まっており、焼却炉のある主

要都市へのアクセスが悪い地方部や多くの離島が多いことを考慮すると、焼却

炉の数は常に不足している。焼却炉が存在しない地域では、ドラム缶での焼却

                                                   
12 看護師長が EPI担当官として予防接種事業を取りまとめており、地域研修で得たワクチン管理や
コールドチェーン維持管理の知識を国内での母子保健研修に活用したり、首都及び地方の拠点病院

にて年数回の予防接種研修を開催したりしている例が見られた。 
13 ナウルでは数年前に唯一の焼却炉が故障した後、国内に 1つも医療廃棄物焼却炉が存在しない状
態が続いている。 
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や、注射器・注射針を安全箱に入れた状態で首都などの拠点に運搬するなど、

現状において可能な限りの対策を講じていることもあり、プロジェクト実施前

との比較において自然環境が悪化した例は聞かれなかったが、焼却しない状態

での開放埋立てなどの処理方法は必ずしも望ましい形ではない。 

 

2） 他ドナーとの調整 

PIPSイニシアティブという大洋州地域における予防接種強化プログラムの枠

組みの中で、わが国はワクチン管理、コールドチェーン維持管理、安全予防接

種に関する地域研修の実施及び EPI 政策・計画向上のための支援を行った。し

かし、PIPS全体として数カ年にわたるプログラムが計画され、各ドナーに各事

業が割り当てられたわけではなく、予防接種関連ドナーが意見交換を行ってそ

れぞれの活動の内容が重複しないように調整を図り、援助効果を最大限に高め

ようとするものであった。本プロジェクトは、PIPSの枠組みの中で円滑に実施

された効果の高いプロジェクトであったとの評価を他ドナーからも受けている

ことが確認されたが、その大きな推進要因としては毎月の会合を通じた関係者

間の意思疎通が常に図られていたことが多く挙げられた。つまり、複数のドナ

ーが予防接種の分野で協働して支援を続けられた要因として、WHOの主導の下

に定期的な会合が開かれ、メンバーが十分な情報交換と調整を行ったという点

が高く評価される。全体的な援助の効率性及び効果を高めたと考えられる。本

プロジェクト終了後に PIPS の月次会議の頻度が下がっていたが、2013 年にな

って再び PIPSの枠組みを再構築する動きが強まっており、ドナー間の連携・情

報共有体制が強化されつつある。 

 

以上より、本プロジェクトの実施により一定の効果発現が見られ、有効性・インパ

クトは中程度である。プロジェクト目標については、指標 5については達成度が低い。

指標 1～4について一部達成に問題があったものの、その中でも指標 3・4については

ある程度達成された。なお、事後評価時点では、多くの指標の達成度が完了時より向

上していることがうかがわれた。上位目標の達成状況については、2015年までに達成

が見込まれる国が少なくとも全体の 85％に達すると考えられるため、ほぼ達成してい

るといえる。 
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3.3 効率性（レーティング：③） 

3.3.1 投入 

投入要素 計画 実績 

（1）専門家派遣 ・長期 4 名（チーフアドバイ

ザー、調整／研修計画、ワク

チンロジスティクス、コール

ドチェーン維持管理） 

・短期 2 名（廃棄物処理、疫

学、必要に応じてその他の分

野） 

・長期 4 名（ワクチンロジステ

ィクス 52.07MM（1名）、コール

ドチェーン維持管理 51.3MM（1

名）、研修計画 52.1MM（計 2名）） 

・短期 4 名（チーフアドバイザ

ー14.1MM（1名）、副総括／疫学

16.1MM（計 2 名）、廃棄物処理

4.73MM（1名） 

（2）研修員受入 なし なし 

（3）第 3国研修 

なし（域内で関係者向けの地

域研修、国内研修実施予定） 

地域研修：EPIプログラム管理及

びコールドチェーン維持管理分

野、参加者合計 191名 

国内研修：EPI、コールドチェー

ン、廃棄物処理、院内感染分野、

参加者合計 659名 

（4）機材供与 コールドチェーン機材、研修

用機材、廃棄物処理用機材等 

コールドチェーン機材（ワクチ

ン用冷蔵庫 198台）、焼却炉 3基、

車両 3台 

協力金額合計 合計 6億 5,000万円 合計 6億 4,996万万円 

相手国政府投入額 記載なし 不明 

 

3.3.1.1投入要素 

日本側の投入に関しては、専門家の人数・滞在期間、機材、研修は概ね十分で

あったという回答が各国より示された。また、プロジェクトチームの構成や専門

性についても高い評価が得られている。 

本事業では各国のカウンターパートをはじめ、地域研修参加者計 191 名、国内

研修参加者計 659 名など多くの関係者の関与があったプロジェクトであるが、各

国の代表が地域研修に毎年参加し、それらの研修受講者がプロジェクトチームの

指導の下に各国で国内研修を実施するという仕組みを取っており、効果的に活動

を実施することができたといえる。ただ、参加国が 13 カ国と多かったことから、

各国での研修は基本的に首都に留まっており、回数も 4年間で 24回であった。 

機材供与については、プロジェクト予算の範囲内で多くの冷蔵庫が供与されコ

ールドチェーンの強化に貢献したが、「有効性」の成果 4で見たとおり、EPI関連

医療廃棄物の処理には多くの課題があり、より多くの焼却炉を供与することが望
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ましかったと思われる。 

地域研修は毎年フィジーで開催された。日本の無償資金協力事業で建設された

新医薬品供給センター（2004年完成）をプロジェクトチームの拠点としたことは、

フィジーが PIPS の取り組みを支援する他ドナーの拠点があるため調整を図る上

で最適な場所であったことや、各国との交通アクセスが最も便利であったという

点で妥当であったといえる。各国からもフィジーを拠点としたことには好意的な

意見が示された。 

各国の投入については、各国が国内研修の一部や機材据付け等に対して負担し

た経費は不明であることが多く、全体像は把握できなかった。 

本プロジェクトでは、プロジェクト期間中に国内研修の実施に必要な経費に対

する現地政府の負担を徐々に増やし、プロジェクト終了後に自立的に研修を開催

していくことをねらいとしたが、実際には EPI 関連予算が元々十分でない国が多

く、国内研修実施経費の一部負担が困難であることも少なくなかった。そのよう

な場合には、結果的にプロジェクト予算により経費を全額カバーした例も見られ

た。 

 

3.3.1.2協力金額 

計画金額 650百万円に対して実際の協力金額も 650百万円であり、計画通りで

あった。うち、現地業務費は 103 百万円であり、プロジェクトスタッフの雇用、

地域専門研修、国内研修の開催、消耗品費の購入などに用いられた。 

 

3.3.1.3協力期間 

協力期間は 2005年 2月～2010年 2月の 5年間の予定に対し、実際は 2005年 3

月～2010年 2月（計画比 98％）と、契約時期がずれ込んで開始が若干遅れたこと

以外は計画通りであり、全体として計画内に収まった。 

 

以上より、本プロジェクトは協力金額・期間についてはほぼ計画どおりであるため、

効率性は高い。 

 

3.4 持続性（レーティング：②） 

3.4.1 政策制度面 

予防接種は基礎的な保健分野の課題として各国で位置づけられている。複数年度

にまたがる中期計画を策定している国は半数程度であったが、本事業ではワクチン

管理、コールドチェーン維持管理、安全注射、廃棄物処理等について明記した予防

接種政策の策定が強化され、11ヵ国において独自の政策が確立していることがうか

がわれた。 

多くの国ではこれらの予防接種に係る政策・計画に基づいて各種プログラムが行
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われている。近年は新たなワクチンに対する需要も高まってきており、既にそれを

組み入れて本事業終了後に政策を改訂している国もあれば、まだ対策が取られてい

ない国もあるが、改訂の必要性は認識されている。 

PIPSイニシアティブを構成する各ドナーは、予防接種の着実な実施を重要な支援

課題の一つとして捉えており、ドナー間で協働・補完しながら活動を行っている。

本事業終了後には PIPS パートナー会合の開催頻度が数カ月に 1 度以下に減少して

いる時期もあったが、事後評価時には、PIPS年次会合の再開など、再び連携体制が

強化されつつあることが確認された。 

 

3.4.2 カウンターパートの体制 

予防接種は保健分野における主要活動の 1つであり、常に EPI事業の実施体制は

存続してきた。体制の維持向上に関する関係者の意識も高く、プロジェクト実施中

には EPI及びコールドチェーンの専属職員が配置された国も多くみられた。 

大洋州地域では、研修を受けた人材の国外・域外への流出が頻繁に課題として指

摘されるが、本事業による地域研修の受講者は、一部の国を除いて事後評価時点で

はそれほど離職しておらず、国内で EPI関連を含む医療関係業務に従事しているケ

ースが多かった。各国からも、EPI・コールドチェーン従事者の人数については概

ね十分であるという回答が多かった。本事業では、元々指導的な役割にある者もし

くは指導的な役割を果たすことが期待される者が地域研修に参加していたことか

ら、それらの受講者が国内研修を行っている事例が多くみられた。 

今後を見据えた体制上の課題は、保健活動従事者の数が少ないことから、多くの

看護師・技術者が様々な医療活動を同時に行っており、EPI 事業に専念できる職員

数が十分ではないことである。人口・予算規模が小さいという制約の下、1 人の医

療従事者がクリニックの運営から母子保健の啓発、予防接種、アウトリーチ活動な

ど、様々な活動を同時に行うことが必須の状態となっている。これを踏まえ、今後

は、全ての看護師等に予防接種に関する研修を行い、あらゆる業務に対応できる人

材を多く確保していくこと、また新規就職者や離職者は常にいるため、継続的な研

修の実施を通じて全体的な能力の底上げを図ることが重要である。 

 

3.4.3 カウンターパートの技術 

本プロジェクトの計画時には、予防接種プログラム実施・管理のための技術・ノ

ウハウを持続させるために、成果 1で人材開発のメカニズムを確立させ、成果 3及

び成果 4 でそれらの人材がさらに各国の人材育成を実施していくような、人材育成

の仕組みが各国に根付くことが意図されていた。 

計画通り、EPI に関わる保健医療従事者の能力向上は、地域研修や専門家による

各国での現場指導、ガイドラインの作成などを通じて促進されてきた。具体的には、

ワクチンの予測・注文に係る能力、ワクチンの正しい保管方法・記録方法などに関
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する能力が向上し、OJTの他に国内研修を実施することにより他の EPI 関係者の能

力向上も多くの国で行われていることが確認された。 

コールドチェーン機材については、現地調査を行った各国では適切に運用・管理

されていたことが確認された。冷蔵庫等の機材の維持管理について技術者の能力が

問題となっている国はなかったが、耐用年数に達したと考えられる機材の更新購入

に関しては予算上の課題が存在すると思われる。なお、コールドチェーン機材の供

与については UNICEFが継続的に支援を行っている。 

今後については、HPVワクチンや肺炎球菌ワクチンの導入など新たなニーズも生

じていることから、新規就職者を含め、各国自身による訓練・研修に加えて、他の

PIPS パートナーとの協調の下継続的な技術指導を行っていくことが必要である。

EPI 関係者の技術・ノウハウはプロジェクト開始当初と比べて大幅に向上している

といえるが、今後いかに国内の他の関係者に伝えていくかどうかが課題であり、財

政事情が必ずしも良好ではないことから、継続的なドナーによる支援が必要とされ

る。 

 

3.4.4 カウンターパートの財務 

本プロジェクトの計画時には、予防接種プログラムの管理・運営向上のための活

動により、効率的な資金運営が見込まれることから、資金的な持続性にプラスの効

果があると考えられていた。また、本プロジェクトでは人材開発のための研修費用

を参加各国とシェアする方法を徐々に取り入れていくこととし、開始 4 年目からコ

ストシェアを実施して、プロジェクト終了後も研修活動が継続されることを目指し

ていた。 

事後評価においては、ミクロネシア 3国（パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャ

ル諸島）においては大部分のワクチンを CDC より、その他の国は UNICEF を通じ

て効率的にワクチンを購入していることがうかがわれた。本プロジェクトにおいて、

まだ十分とはいえないものの、ワクチン廃棄率を正確に記録・報告・活用している

国もあり、それらの国では調達の効率化が一層図られている。ワクチン購入に対す

る予算については、各国で概ね確保されており、高い予防接種率の達成につながっ

ているが、予算が国内の歳入から拠出されている国もあれば、旧信託統治国である

米国からの財政援助の中から賄われているミクロネシア地域の国もある。これらの

ミクロネシア 3国では 2020年代に財政援助の終焉が見込まれるものの、その後の予

算が十分確保されるかどうかについては現時点では非常に不透明であり、持続性に

は懸念が残る。 

ワクチン購入以外の全般的な予防接種活動については、大部分の国において予算

が逼迫しており、研修やアウトリーチ活動の実施は限られた予算の中で何とか継続

されているのが現状である。特に離島を抱えている国では、必ずしもアウトリーチ

活動や研修活動に対して十分な予算が工面できておらず、接種率を 100％に近づけ
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ていく上での大きな課題となっている。本プロジェクトにおいても、国内研修費等

に対する負担割合の調整が困難であり、結果的にプロジェクト側が全額負担した例

もあった。このような問題は現時点においても引き続き存在しており、各国とも予

算確保には苦労している。 

予防接種は保健行政上の基礎的かつ重要な活動であるため、ワクチンの購入には

優先的に予算が配分されるが、継続的な研修や機材購入に対する予算を確保できず、

ドナーからの支援に依存している国が多いため、財務的な持続性には一定の課題が

ある。 

 

以上より、本プロジェクトは、各々の国、地域の状況の違いにより、体制面、技術

面、財務面で懸念は残るものの、概ね本プロジェクトによって発現した効果は持続す

ると見込まれることから、持続性は中程度である。 

 

4．結論及び教訓・提言 
4.1 結論 

本プロジェクトは、大洋州の 13ヵ国が EPIプログラムを独自に運営できる能力を持

つようになることを目指していたものである。予防接種の政策上の重要性やニーズは

各国に常に存在し、日本の援助政策にも合致していた本プロジェクトの妥当性は高い

といえる。プロジェクトでは大洋州の EPI活動における様々な課題を解決するための

技術協力が提供され、ワクチン管理能力やコールドチェーンの確立等の分野で効果が

うかがわれた。その一方で、EPI 関連医療廃棄物の処理やアウトリーチ活動のさらな

る充実という点で依然として課題があることが明らかとなり、本プロジェクトの全体

的な有効性・インパクトは中程度であると判断された。協力金額・期間は計画内に収

まっており効率性は高い。本プロジェクトの持続性については、多くの国で研修や活

動に対する予算不足といった財務上の問題があり、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 
4.2.1.1 ワクチン以外への予算の確保 

事後評価時点では、ワクチン管理能力の向上やコールドチェーンの確立、及び

ワクチン購入予算の確実な配分等により予防接種率には一定の改善が見られた。

その一方で、EPI 関係者の能力向上のための研修やアウトリーチ活動に対する予

算がほとんどの国で不足していることがうかがわれた。アクセスの困難な地方部

や離島におけるスケジュール通りの接種による乳幼児の安全確保、またそのため

の EPI 関係者の能力向上を絶えず行っていくことは、社会的課題の解決及び EPI

活動自体の中長期的な改善に大きな影響を及ぼすものである。ワクチン購入のみ
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では予防接種活動は十分に実施できないため、研修やアウトリーチ活動に対する

予算も十分確保し、全般的な活動の充実及び関係者の能力向上を図っていくこと

が必要である。 

 

4.2.1.2 EPI関連医療廃棄物の適切な処理 

大部分の国で、特に離島を中心に適切な焼却施設が一定範囲内に存在しないこ

とから、焼却炉以外での焼却処理や開放埋立てにより注射器や注射針の処分を行

っていることが明らかとなった。拡散して存在する極小の島々全てにおいて最適

な処理を行うことは短期的には解決できない問題ではあるものの、他省庁との協

働の下に、他の医療廃棄物の処理問題と併せて、可能な限り焼却施設を導入して

医療廃棄物の安全処理に努めることが望ましい。 

 

 4.2.2  JICAへの提言 
4.2.2.1 EPI関連能力の向上に対する継続的な支援 

本プロジェクトは、大洋州の EPI 関係者の間で「J-PIPS」と呼ばれたプロジェ

クトであり、PIPSの枠組みにおける日本の貢献として位置づけられている。本プ

ロジェクトの内容や研修概要などは、PIPSパートナー会合等の場を通じて関係者

間で共有され、ドナー間の活動の連携や重複回避に大きく役立ったといえる。 

本プロジェクトの終了後、EPI 関連能力の向上に向けて地域全体に対して同様

の体系的な協力事業を展開しているドナーがない中、JICA によって対象 13 カ国

に対するコールドチェーンの地域研修と、その内の重点国 5 カ国（ソロモン、キ

リバス、サモア、ミクロネシア、バヌアツ）に対する国内研修が年一回実施され

ている。しかし、本プロジェクトの事後評価において、近年十分な国内研修活動

が行われていない国が多いと確認されたことから、PIPSの枠組みの中で予防接種

関連データの整備能力向上、アウトリーチ活動の充実化、EPI 関連医療廃棄物の

適切な処理などの分野で、他ドナーと連携しつつ、継続的な支援を検討すること

が求められる。 

 

4.3 教訓 

大洋州地域の予防接種活動の改善に向けて、PIPS という枠組みの下で各ドナーの
役割が整理されてきた中で、政策面では特に WHO などのドナーと、コールドチェー

ンの確立に関して UNICEF等のドナーと連携しつつ、さらに EPI関係者の能力向上や

コールドチェーン技術者の育成といった、他ドナーや各国政府が取り組むことのでき

なかった分野での協力を集中的に計画・実施したところに、本プロジェクトの PIPS

の枠組み全体における意義が見出された。その結果、定量化できる部分及びできない

部分にわたり、EPI 活動従事者の能力が向上し、アウトリーチ活動も充実した。これ

らの活動は、他ドナーや参加各国との緊密な連携と情報交換がなければ、これほどの
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広範囲にわたって円滑に実施することはできなかったと思われる。その点で、長年に

わたり関係者と協調して EPI活動を展開したことは、予防接種率の向上や地域全体に

おける EPI関係者のネットワーク構築にも非常に大きな意義があったと考えられる。

また、小規模かつ拡散して立地する 13ヵ国において、各国単位でプロジェクトを立ち

上げるのが困難であり、かつ予算や人的資源が限られた中、JICA にとっても広域案
件として効率的、効果的に多くの支援を行うことができたといえる。 

したがって、他ドナーを含む多様なステークホルダーが活動を行う全体的な枠組み

の中では、JICAによる協力部分の付加価値を位置付けて計画すること、また実施にお

いて他のステークホルダーとの緊密な連携と情報交換を行うことが重要である。 

 

（以 上） 


