
 

 

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 448 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ージメント株式会社 

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 

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 

非感染性疾患（糖尿病、高血圧症および脂質異常症）のための効果的かつ効率的なモデルがスリラ

ンカの全ての県で実施されている。 

(2) プロジェクト目標 

非感染症（糖尿病、高血圧症、および脂質異常症）予防のための効果的かつ効率的な実施モデルが

策定される。 

 

 

 



 

 

(3) 成果 

1) ラガマ調査1で得られたエビデンスを基に心血管疾患の危険因子が同定される。 

2) 利用可能なエビデンスに基づいて介入ガイドライン類およびマニュアル類が作成される。 

3) パイロット地区において、NCD 予防モデルの作成に向けた統合介入ガイドラインの組織的・技

術的実現可能性が検証される。 

4) 健診、保健指導、健康促進の全国での実施に向けた拡大計画が完成する。 

(4) 投入（評価時点） 

日本側  ：総投入額：約 448 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：本邦研修受け入れ 13 名 

 機材供与：約 620 万円（健診用機材（血圧計、グルコースメーター、同消耗品等）、視

聴覚機材（DVD デッキ、同モニター）、車両 3 台（JICA スリランカ事務所より供与） 

     現地業務費：約 6,460 万円（2012 年 3 月末時点） 

相手国側：カウンターパート配置：6 ポスト（人事異動による交代のため計 17 名） 

その他：専門家用事務スペース、パイロット地区で健診時に使用する消耗品類（スト

リップ、ランセット等）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 

副総括 平岡 久和 JICA 人間開発部保健第 4 課主任調査役 

企画協力 柏原 友子 JICA スリランカ事務所所員 

評価分析 出口 武智郎 オフィス・ディー 

スリラン

カ側調査

団員 

Dr. C. J. Aluthweera Deputy Director, Teaching Hospital, Colombo North 

Dr. Alan Ludowyke Deputy Director, National Institute for Nephrology, 

Dialysis and Transplantation 

調査期間 2012年 8月 13日～8月 31日 評価種類：終了時評価 

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：ラガマ調査から得られたエビデンスを基に、心血管疾患の危険因子が同定される。 

成果 1 はほぼ達成された。ラガマ調査を通し、心血管疾患を引き起こす危険因子として、年齢、

性別、BMI、傷病等にかかる情報が抽出され、その結果は 2012年 6月に技術セミナー” Evidence Based 

Planning for Prevention and Control of NCDs ”にて発表された。また、調査の研究内容を纏め

                             
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。 

 



 

 

た文献は専門学術誌「the Journal of Gastroenterology & Hepatology Foundation」に提出され、

現在同誌による吟味中だが、文献が同誌に掲載される可能性は高いと見込まれている（指標 1-1）。 

 

(2) 成果 2：利用可能なエビデンスに基づいて、介入ガイドライン類およびマニュアル類が作成さ

れる。 

成果 2 は達成された。パイロット地区での健診・保健指導・健康促進の各活動経験を基に統合介

入ガイドラインが作成された。2012 年 7 月に JCC で印刷及び全国への配布が承認され、印刷が完了

次第全県の保健局に配布されることとなっている（指標 2-1,2-2）。また、2011 年 11 月に介入コス

トの算出に関する報告書が作成され、2011 年 11 月 21 日の技術セミナーで配布された。州・県の保

健局関係者計 68 名が同レポートを受領している（指標 2-3）。 

 

(3) 成果 3：NCD 予防モデルの作成に向けた統合介入ガイドラインの組織的・技術的実現可能性が検

証される。 

成果 3 はほぼ達成された。パイロット地区の計 13 の医療施設全てにおいて、健診と保健指導が実

施されている（指標 3-1）。健診用のレジストリーとフォーマットも 2010 年以降健診マニュアルに

添付してあり、各医療施設にて使用されている。さらに現場での使用実績を踏まえて改訂版が作成

され、2011 年 8 月に HLC（成果 4 参照）ガイドラインの添付書類として全国に配布された（指標 3-2）。

またパイロット地区ではコミュニティレベルで健康促進が積極的に行われており、それらの取組結

果を基に健康促進に関するリソースブックが作成され、2012 年 7 月に JCC にて印刷・全国配布が承

認された。同リソースブックに基づき、トレーニングのモジュールも作成されている。保健省は、

健康促進ファシリテータのトレーニングを制度化するためにタスクフォースを立ち上げており、ト

レーニングの仕組み作り、及びファシリテーターの増員を目指している（指標 3-3）。 

 

(4) 成果 4：健診、保健指導、健康促進の全国での実施に向けた拡大計画が完成する。 

成果 4 はほぼ達成された。2011 年 8 月 15 日、保健省は、全国の州と県の保健局、全医療施設及

び関係機関に対し、HLC（ヘルシーライフセンター）の設立を通知した。2011 年内に 309 の HLC が

設置され、各 MOH にて、35 歳～65 歳をターゲットに、健診、保健指導、基本的な治療、より専門的

治療のためのリファーラル、フォローアップを行われている。本年中（2012 年）には、更に 300（合

計 609）の HLC が設置される見込み（指標 4-1）。保健省の通知には、必要な機材、医療施設内 HLC

スペースのレイアウト、揃えておくべき薬品、WHO/ISH リスク予測チャート、生活習慣改善ガイド

ラインが添付されている。全国展開に必要なコストの集計については本評価時点では未了であるも

ののプロジェクト終了時までに達成される見込みである（指標 4-2）。 

 

3-1-2 プロジェクト目標の達成状況 

(1) プロジェクト目標：非感染性疾患（糖尿病、高血圧症および脂質異常症）予防のための効果的

かつ効率的なモデルが策定される。 

プロジェクト目標は、達成見込みであると判断できる。健診カバー率は、クルネガラ県で対象人

口の 18％、ポロンナルワ県で対象人口の 17％と目標値の 20％を若干下回るが、HLC 設立に伴う保

健省の広報強化もあり、プロジェクト終了時には目標値に到達すると考えられる（指標 1）。また、



 

 

高リスクと同定された人のフォローアップクリニック参加率については、「高リスク」の定義が 2012

年 6月に確定したばかりであるため終了時評価時点でその達成度を計測することはできなかったも

のの、ガイダンス実施体制や各種フォーマット等をガイドラインに取りまとめ、パイロット地域で

の導入も進められていることから、プロジェクト終了時までには目標値である 70％を達成見込みで

あると判断できる（指標 2）。また、健診で高血圧又は糖尿病と診断された患者の医療処置実施率は、

クルネガラ県で 78％、ポロンナルワ県で 92％であり、クルネガラ県では目標値 90％に対し未だ若

干の開きがあるが、民間クリニックを受診している患者は把握しきれていないため、実際の実施率

はもう少し高く、目標値に近づく（指標 3）。 

 

3-1-3 上位目標達成の見込み 

(1) 上位目標：非感染症疾患（糖尿病、高血圧症および脂質異常症）予防のための効果的かつ効率

的なモデルが、スリランカの全県で導入される。 

上位目標の達成見込み（プロジェクト期間終了後 3～5 年後）は、終了時評価時点では 2 つの設定

指標のうち、一つは測定不可能であり、判断が困難となった。指標 1 については、終了時評価の時

点で、全国 25 県中 23 県に HLC が設立され、健診を開始している。本年（2012 年）中には更に 300

の HLC が開設される計画であり、プロジェクト期間の終了時点で、全 25 県で健診が行われるであ

ろうと判断できる。他方、上位目標で設定された「効果的かつ効率的なモデル」を測る指標は「2018

年までにプロジェクト対象地域における心血管イベント(冠血管疾患および脳卒中)の年間発生率

が低下し始める」だが、現在のところ、心循環系事故の発生に関する利用可能なデータは存在しな

い。先ずは、年間事故数を正確に把握できる情報システムの構築が急がれる。HLC での健診が軌道

に乗り、人員及び必要な薬品などの欠如もなく当モデルが順調に運営されれば、将来、心血管疾患

の年間事故数減少に一定の効果を見ることが期待できると判断される。 

 

3-2 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

スリランカの非感染症対策に関するニーズは、本プロジェクト開始当時から変わらず高く、スリ

ランカ政府は、NCD の予防・管理における国家政策（2009 年）、国家健康促進政策（2010 年）、ヘル

シーライフセンター設立ガイドライン（2011 年）と、次々に関連政策を打ち出している。我が国の

政府開発援助政策、保健医療分野における協力方針においても保健医療分野を重点分野のひとつと

している。また、クルネガラ県とポロンナルワ県は、共に JICA による開発調査「保健システム管

理強化計画」を通して保健医療に関する基礎情報が整理されていたことに加え、社会経済状況、医

療施設の構成、医療人材の確保しやすさ等特徴が異なることから、両県をパイロット地区としたこ

とは妥当と判断できる。 

 

(2) 有効性：概ね高い 

プロジェクト目標達成の指標に対する結果は何れも比較的高いものであり、非感染性疾患のため

の効果的かつ効率的なモデルが策定されていると評価できる。パイロット地区での活動の成果は、

ガイドラインの策定に十分に活用された。成果１にある「ラガマ調査から得られたエビデンス」は、

当プロジェクトによるモデルの策定に直接的に結びついたとは言い難いが、健診の試験的導入にあ



 

 

たっての検査内容の検討などに活用されている。 

 

(3) 効率性：高い 

既に殆どの成果の指標は達成され、又は達成されつつあり、適切な活動により、効率良く成果が

達成されていると判断できる。プロジェクト予算で投入された供与機材はプロジェクトの活動に有

効に活用されている。日本人専門家派遣、カウンターパートに対する本邦研修も、効率的に投入さ

れ、成果に結び付けている。 

 

(4) インパクト：概して高い 

全国に設置される HLC での健診・保健指導・健康促進の活動は本評価時点で既に始まっており、

上位目標の達成は十分に期待できる。この HLC の円滑な導入は、プロジェクトの正のインパクトと

判断できる。また、ラガマ調査にかかるコホート調査とその深堀分析の実施は、保健省に調査研究

の重要性を認識させる結果となっており、この点も、プロジェクトの正のインパクトと捉えること

ができる。また、心血管イベントの年間発生率については利用可能なデータがなく測定困難である

ものの、危険因子を有する人に対して適切に健診が行われ、高血圧及び/または糖尿病等と診断さ

れた人が正しい指導及び適切な治療を受ければ、心血管疾患件数の減少が期待できる。 

 

(5) 持続性：概して高い 

非感染症対策の実施が保健省の 10 カ年計画「保健医療マスタープラン 2007－2016」に明記され

ており、同計画を促進するための政策が 2009～2011 年に毎年発表され、確実に実施されている。

2011 年 9 月 19～20 日の 2 日間、国連総会に引き続き、「非感染症疾患の予防及び管理に関するハイ

レベル会合」が開催され、国連全加盟国が非感染症の予防と管理に義務を負うことを政治宣言とし

て発表された。この国際決議は、本プロジェクトの継続性を後押しするものと言える。また、保健

省は、非感染症の予防と管理に対応する NCD ユニット、国家 NCD 運営委員会、国家技術作業グルー

プなどの機能的組織を構築している。実際の介入組織である HLC は既に全国に 309 箇所設置され、

更に本年、新たに 300 の HLC を設立する計画であり、人員と予算の確保及びモニタリングシステム

の整備が順調に進めば、組織面での継続性は確保されると評価できる。技術面については、本プロ

ジェクトを通じて持続可能な介入方法に関する殆ど全ての技術を獲得しているが、健康促進活動に

関しては十分な経験を積んでいるとは言えず、全国展開に向けて取り組みを重ねる必要がある。財

政面については、非感染症予防を含むプライマリーヘルス事業に対し、2011 年から 3 年間、毎年約

1 億 9 千万円が特別予算として配布され、更に 2013 年より、非感染症予防だけに使用する予算とし

て、毎年約 2 千 8 百万円が配布される予定である。必要に応じて承認を得れば更に予算を追加でき

るとされており、財政面での継続性は当面担保されていると評価できる。 

 

3-3  効果発現に貢献した要因 

(1) 実施プロセスに関すること 

本プロジェクトにかかるス国側の強いオーナーシップにより、NCD対策のモデル、各種ガイドライ

ン作成等に関係者が深く関わり、定期的に開催されるJCCにより着実に意思決定が進められた。パイ

ロット地区においても関係者の高いコミットメントが得られ、個々の県にてNCD対策活動にかかる年



 

 

間の計画立案、実行、レビューを行い、それらの殆どの費用を県の予算で賄った。クルネガラ県保

健局がNCDセルを設立したことも、成果3の達成に貢献した。さらに、メディカルオフィサー、看護

師、アシスタントで構成するNCDセルは、クルネガラ県におけるHLCの広がりに多きく貢献した。 

 

3-4  結論 

健診・健康指導・健康促進に必要なガイドライン・マニュアル・フォーム等の作成、パイロット地域での NCD

対策モデルの検証に加え、プロジェクト対象地域外への展開や HLC の全県設置決定等 NCD 対策モデル

の全国展開に向けた体制が整備されつつある。よって、プロジェクト期間内にプロジェクト目標は達成される

見込みであると判断できる。 

 

3-5 提言 

(1) プロジェクト目標の第 2 の指標 

 予定された活動はほぼ順調に行われ相応の成果が得られており、プロジェクト目標もほぼ達成さ

れている。一方で、プロジェクト目標の第 2 の指標（高リスクグループへのフォローアップ指導の

実施）に関しては、現時点で評価できる数値が得られていない。これは、「高リスク」の定義につい

て様々な意見があり、2012 年 5 月に関係者間で定義付けられたばかりであるため。今後のプロジェ

クト期間内で、可能な限りこの指標の達成を評価すべくデータを収集することが望まれる。 

 

(2) コホート調査 

 ラガマ調査は開発途上国で行われたコホート調査として貴重かつ意義あるものとなった。本調査

の質を更に高めるためには、ケラニア大学は今後以下の点に対応する必要がある。 

ラガマ地区は、スリランカの平均よりはキリストの割合が高い事から、調査対象の母集団が必ず

しもスリランカの平均を表していないと言う点が指摘されている。このため、他の調査の母集団

の質と比較の上、本調査結果の汎用性の検証及び活用方法の検討を行う必要がある。 

心血管病等といった最終的な症例に関する危険因子の同定が必要である。 

コホート調査としてさらに意義ある結果を創出するためにはケラニア大学による長期的な調査の

実施が期待される。（上述の心血管病等の症例についても、本調査では症例数が少ないため長期的

な調査による分析が必要。） 

 

(3) 健診にて有病と診断された人にかかる治療 

 パイロット地区において、健診にて有病と診断された人が未治療である例が少なからず認められ

ている。NCD 予防のためには。健診にて有病と診断された全員が適切な治療を受けることが重要で

ある。保健省はこれらの例を減少させるべく有効な対策を講じる必要がある。プロジェクトは残り

の期間において、上記の点にかかる技術的支援が求められる。また保健省は NCD 対策に重要な「発

見された患者に対する治療」の質の確保についても留意する必要がある。 

 

(4) HLC の全国展開に向けた計画づくり 

 スリランカ側の積極的な NCD 対策実施の取り組みにより、HLC を基盤に健診を含めた予防医療実

施体制の全国展開が既に開始されている。保健省は、本システムをより効果的に機能させるため、



 

 

詳細な計画作り（必要予算の積算、医薬品供給体制、現有スタッフの役割分担、人員確保、長期的

な人材育成制度、モニタリングシステム等）を行うことが期待される。 

(5) 健康促進活動強化 

 健康促進の全国展開については、ファシリテーターの育成やコミュニティーの自主性を尊重した

活動等、健康促進活動強化のための長期戦略が必要である。 

 

3-6 教訓 

(1) ラガマ調査に関して  

プロジェクト内でコホート調査を実施することにより、エビデンスに基づいた介入の実施に関し

一定の研究結果が得られた。ただし、調査を再委託にて実施したこと、実施側の技術水準が十分で

はなく有効なエビデンスの創出が遅れたこと、求められたエビデンスをプロジェクト期間内という

短期間で創出する事が難しかったこと、そのためプロジェクト活動で直接利用できたエビデンスが

限定的であったこと等課題も多く残された。 

  

(2) 今後類似案件を実施するにあたっての留意点 

日本的な健診制度を軸にした NCD 予防対策が、必ずしも全ての開発途上国で有効であることが立

証されている訳ではない。最近の UN や NCD alliance を中心とした世界的な NCD 対策強化の流れの

中でも、健診（マススクリーニング）の実施は必要な介入に含まれていない。各国の状況分析の上、

健診導入の是非を慎重に検討する必要がある。本プロジェクトの経験から、以下の点が同様な介入

を実施する場合の必要条件となってくると思われる。 

1）NCD 対策に対してはプライマリーヘルスケア施設を介入の実施場所にしたアプローチが重要であ

る。このため、プライマリーヘルスケアシステムが整備されていることが最大の条件となってく

る。特に健診を実施する場合は、この点が重要である。 

2）NCD 対策では、早期発見した高血圧や糖尿病などの早期患者をきちんと治療することが重要であ

り、このためには医療水準（医療サービスの質）が一定レベルにあることが必要である。 

3）健診の実施や治療に際して通常以上の財源が必要であり、保健財政が安定し十分な財源を拠出で

きる見込みが保証される必要がある。 

4）NCD 対策は、自国の現状を把握した上で施策を決定する必要があり、このためにはエビデンスの

拠出とそれに基づいた施策を検討することが重要である。そのため、このような概念に理解があ

り、必要なサーベイやサーベイランス体制の構築ができる環境にあることが重要である。 

 

(3)指標の設定について 

 上位目標の指標 2「2018 年までにプロジェクト対象地域における心血管イベントの年間発生率が

低下し始める」は、本評価時点で心血管イベントにかかる十分なデータが得られず定量的な評価が

できなかった。指標の設定に際しては、測定に必要なデータが入手可能かどうか確認すること、設

定後に入手困難であることが判明した場合には早期に指標の見直しを図ることが必要である。 

 


