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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ニカラグア共和国 案件名：シャーガス病対策プロジェクト 

分野：感染症（シャーガス病対策） 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第四課 協力金額（2012年6月末時点）：2.62億円 

協力期間 （R/D）：2009年9月～2014年8月 先方関係機関：ニカラグア共和国保健省 

日本側協力機関：－ 

他の関連協力：－ 

１－１ 協力の背景と概要 

シャーガス病はサシガメという昆虫を媒介とする感染症で中南米に広く分布しており、中南

米地域において750万人以上の感染者が存在すると推定され、米州保健機関（Organización 

Panamericana de la Salud：PAHO）はマラリアに次いで深刻な熱帯病であると位置づけている。

このような状況のなか、中米7カ国（グアテマラ、ホンジュラス、ベリーズ、エルサルバドル、

ニカラグア、コスタリカ、パナマ）及びPAHOは、「2010年までに中米におけるシャーガス病の

感染を中断する」という目標を掲げた中米シャーガス病対策イニシアティブ（Iniciativa de los 

Países de Centroamérica para la Interrupción de la Transmisión Vectorial, Transfusional y Atención 

Médica de la Enfermedad de Chagas：IPCA）を1997年に開始し、一方でJICAは、1991年よりグア

テマラで熱帯病研究対策プロジェクトによるシャーガス病研究に着手して以来、グアテマラ、

ホンジュラス、エルサルバドル、パナマで広域的に技術協力を展開している。 

ニカラグアでは総人口約514万人のうち、少なくとも5万人の感染者が存在すると推定されて

いる。媒介虫のサシガメは土壁や藁葺きでできた家屋を好んで生息するため、リスク人口の多

くがそのような家屋に居住する貧困層となっており、特に北部地域に集中している。 

ニカラグアにおいて、これまで保健省を中心に殺虫剤散布等の対応がなされてきたが限定的

なものであったため、的確なハイリスク地域への殺虫剤散布やその後の監視システムの構築等

の対応が急務の課題となっていた。 

このような状況において、JICAはニカラグア政府の要請を受け、これまで他国で培ってきた

知見・経験を活用し、北部5県（ヌエバ・セゴビア県、マドリス県、マタガルパ県、ヒノテガ県、

エステリ県）において、サシガメによる感染を持続的に制御することを目標として、保健省を

カウンターパート機関として2009年9月より2014年8月までの5年間の予定で、「シャーガス病対

策プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）を実施している。本プロジェクトでは①

調査能力の強化（血清検査・昆虫学的調査）、②殺虫剤散布の運営管理能力の強化（アタック

フェーズ）、③監視システムの運営管理能力の強化（サーベイランスフェーズ）、④住民のシャ

ーガス病予防能力の強化（サーベイランスフェーズ）、の4つの能力強化を主眼としている1。ま

た現在、3名の長期専門家（チーフアドバイザー、業務調整/研修計画、参加型シャーガス病対

                                                        
1 ニカラグアではこれまで主に外来種のRhodnius prolixus（以下R. prolixus）と在来種のTrriatoma dimidiata（以下T. dimidiata）の

2種類の媒介虫の生息が確認されていたが、2009年12月以降、R. prolixusは発見されておらず、2011年8月に同種による感染中

断の認定をIPCAより受けている。 
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策）を派遣中である。 

今回の中間レビュー調査は、本プロジェクト協力期間の中間地点にあたり、これまでの活動

のレビューを行い、課題を整理するとともに、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパク

ト、持続性）の視点から評価を行い、これらを踏まえて後半のプロジェクトの方向性及び活動

計画を検討・確認することを目的として実施された。 

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

対象県においてシャーガス病の媒介虫による感染が中断する 

 

 （2）プロジェクト目標 

対象県においてシャーガス病の媒介虫感染が持続的にコントロールされる 

 

 （3）成果 

① 保健省における昆虫学・疫学の両分野で統合/調整された調査を実施する能力が強化さ

れる 

② 保健省における殺虫剤散布の運営管理能力が強化される 

③ 保健省における監視システムの運営管理能力が強化される 

④ 住民のシャーガス病予防能力が強化される 

 

 （4）投入（評価時点） 

＜日本側＞総投入額  2.62 億円 

長期専門家派遣：3名（延べ4名）   短期専門家派遣：延べ11名 

プログラムオフィサー：2名 

研修員受入れ：3名（プロジェクト経費）、4名（プロジェクト経費外） 

機材供与：76,184,593円 

その他：63,145,984円 

＜相手国側＞ 

カウンターパート配置：保健省中央 7名（その他、5県に配置） 

土地・施設提供：保健省敷地内のプロジェクト事務所及び駐車スペース 

その他：殺虫剤、血清検査用キット等の資機材、施設維持費、人件費、カウンターパー

トの出張旅費、車両・バイクの維持管理費・保険料・燃料代、インターネット

接続費、通信費等 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括/団長 花田 恭 JICA人間開発部 国際協力専門員 

協力企画 山田 朋未 JICA人間開発部 保健第四課 職員 
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評価分析 小泉 香織 株式会社ティーエーネットワーキング コンサルタント

通訳・西語 菊池 エリカ  

調査期間 2012年7月22日～2012年8月12日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）プロジェクト目標の達成度 

各活動はおおむね順調に進んでいるが、以下の状況から「プロジェクト目標：対象県に

おいてシャーガス病の媒介虫感染が持続的にコントロールされる」の達成見込みをPDM

（Ver.2）の6つの指標から判断するのは困難である。 

「指標1：対象県の全県保健局が保健省にすべてのシャーガス病症例数を報告し、保健省

の疫学月報に記載される」、「指標5：調査対象市におけるT. dimidiataの家屋内生息率（＜

5％）」、「指標6：調査対象市におけるR. prolixusの生息村落数（＝0）」はおおよそ達成ある

いは達成する見込みである。 

一方で、その他の指標「指標2：対象市の全保健センター/ポストがXXカ月間継続して捕

獲ベクター数を報告する」、「指標3：監視システムにおいて、レスポンスが必要と判断され

るベクター捕獲件数のうち、実際にレスポンスを行った件数の割合（XX％）」、「指標4：調

査対象市における4歳未満児の血清陽性率が0％に近い水準で維持される」は、ベースライ

ン調査を踏まえ、適切な活動対象地域の整理等を慎重に行ったことにより、本調査時点で

は目標値が未確定であったこと、及び目標値として測定するデータ量が不足していたこと

等により、現段階で達成見込みを判断するのは時期尚早で困難である（データ量の不足を

補完する調査を実施中）。 

なお、各指標についてはPDM Ver.3の改訂にあわせて設定した。 

 

 （2）上位目標の達成度 

以下の状況により「上位目標：対象県においてシャーガス病の媒介虫による感染が中断

する」の達成見込みの判断はプロジェクト目標の達成によるため時期尚早である。 

なおR. prolixusによる感染の中断は既に2011年に中米シャーガス対策イニシアティブ

（IPCA）2年次会合により国際認定を得ている。 

 

 （3）成果ごとの達成度 

1）成果1：保健省における昆虫学・疫学の両分野で統合/調整された調査を実施する能力

が強化される 

昆虫学的調査では調査実施能力は強化されてきている。日常業務においても県保健局

が独自に調査を実施するなど、調査に係る基本知識の習得が確認されている。血清検

査では国立診断検査センター（Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia：CNDR）に

よって県検査技師の能力が強化された。さらに、本邦研修帰国研修員へのフォロー

                                                        
2 1998年にPAHO/WHOが中米7カ国（エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラ

ス）を対象として2010年までにシャーガス病の伝播中断を目標とするイニシアティブ。 
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アップ協力による資金で検査技師への研修が2012年末頃に計画されており、県レベル

及び市レベルでの検査能力の向上が見込まれている。 

 

2）成果2：保健省における殺虫剤散布の運営管理能力が強化される 

殺虫剤散布を実施した市においては、実施経験を通じて運営管理能力が向上している。

アタックフェーズの実施が遅れているが、殺虫剤散布の予算が外部資金により確保で

きたことから2012年9月よりアタックフェーズを大規模に再開し、プロジェクト期間中

には予定しているアタックフェーズを完了し、成果を達成できる見込みである。 

 

3）成果3：保健省における監視システムの運営管理能力が強化される 

パイロット市においては、監視システムの運営管理能力強化を達成できる見込みであ

る。その他の市については監視システムの拡大時期に依存する。 

 

4）成果4：住民のシャーガス病予防能力が強化される 

保健センター/ポストの保健省職員から保健ボランティアへの指導・サポート、また保

健ボランティアから住民へのシャーガス病に関する啓発活動は実施されてきている。

 

 （4）実施プロセス 

本プロジェクトには、保健省中央、県保健局、市保健課、地域保健セクター、その他に

PAHO、青年海外協力隊（JOCV）、NGOなどが関与している。特に、県レベル、市レベル、

地域保健セクターレベルにカウンターパートが確実に配置されていることは本プロジェク

トの強みとなっている。集落レベルではコミュニティ保健ネットワークの保健ボランティ

アが参画し、士気も高く活動を進める要因となっている。一方で、効率的な事業の実施の

ため先行して中米地域で実施された技術協力プロジェクトの関係者や第三国の大学研修者

等の外部リソースの更なる活用に関しては改善の余地がある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性：おおむね高い 

・ニカラグア政府はIPCA/PAHOのメンバー国としてシャーガス病対策の取り組みを進めて

おり、国際政策及び国家政策との整合性が認められる。 

・日本の国際協力重点方針・地域別重点課題（2007年）において、対中南米外交政策目標

の1つに、「シャーガス病の早期根絶への支援」が明記されており、日本の政策との整合

性も認められる。 

・シャーガス病対策優先地域を含む適切な対象地及びターゲットグループを選定のうえ、

保健省が2007年に導入した家庭・コミュニティ保健モデル（Modelo de Salud Familiar y 

Comunitario：MOSAFC）に沿い、包括的な予防対策活動のコンポーネントの1つとして

監視システムの構築を進めている。 
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 （2）有効性：おおむね高い 

・プロジェクト目標の達成見込み 

活動はおおむね順調に進んでいることが確認された。中間レビュー調査時までに、主

に調査能力強化、アタックフェーズと、監視システムのパイロット地域保健セクターへ

の導入に注力してきたことから、調査能力に加え、殺虫剤散布の運営管理能力及び監視

システムの運営管理能力が強化されつつある。ただし、アタックフェーズに係る資金確

保に時間を要したことが、プロジェクトの活動実施の速度に影響を与えているため、2012

年9月頃より予定されている大規模な殺虫剤散布を皮切りに、迅速にかつ質を確保しなが

ら散布活動を進めることが課題となる。また、現在5県50市のうちパイロット7市で機能

している監視システムをパイロット市外の43市でも定着・機能させていくことがプロ

ジェクト目標達成の要となる。 

住民の予防能力強化に関しては、活動は順調に実施してるが、集落レベルにおけるシャ

ーガス病に関するヘルスプロモーション活動、住居改善活動が保健省職員及びコミュニテ

ィ保健ネットワークのメンバーによって確実に実施されていくよう、市及び地域保健セ

クターレベルの保健省職員の能力強化が必要である。 

現段階の進捗状況に応じ、政策への協力等現行PDM Ver.2に明記されていない活動の追

記、及び評価指標の再設定を主たる内容とするPDMの改訂が必要である（2012年8月29

日にPDM Ver.3は合意済み）。 

・プロジェクト目標と期待される成果の因果関係 

成果の達成からプロジェクト目標の達成に至る外部条件「シャーガス病の診断・治療

の質が保健省により確保される」のうち、急性患者の発見については、当初の計画を超

えてプロジェクトとして取り組んでいる。よって外部条件の検討の必要が認められる。

・成果達成に向けた因果関係 

活動の達成から成果の達成に至る外部条件「深刻な災害及び他の感染症の大流行がプ

ロジェクトに大きな影響を与えない」について、2010年に局所的にレプトスピラ症のア

ウトブレークがあり、活動の変更を余儀なくされたことがあった。また、例年、デング

熱の流行時期には媒介虫対策（Enfermedades Transmitidas por Vectores：ETV）技官をはじ

めとする保健省職員が多忙を極め、本プロジェクトの活動が二の次になることがある。

・プロジェクト目標の達成に向けた阻害要因 

予算及び人材の不足は、対象5県で監視システムの導入を拡大し、そのなかでサシガメ

届出へのレスポンスを強化していくにあたり阻害要因となることが懸念される。 

 

 （3）効率性：おおむね高い 

・プロジェクトの前半では、まずベースライン調査に時間を要した。その後、アタック

フェーズの殺虫剤散布の計画作成と、殺虫剤散布に係る予算確保のために時間を要した

ことから、殺虫剤散布、散布後の効力評価の実施がPOと比べて遅れている。アタック

フェーズの活動と同時並行で、2012年1月に監視システムをパイロット7地域保健セクタ

ーに導入した後の活動は順調に進んでおり、成果は適切に産出されている。 

・投入のタイミングに関しては計画どおりではない点もあったが、質・量ともにおおむね



 

vi 

適切であり、成果達成のために有効活用された。ニカラグア側の人材の投入に関して、

地域保健セクターレベルの保健省職員は社会奉仕として配属され、短期に交替すること

が多いため、研修や業務を通じて得た知識・技術が定着しないという問題点が指摘され

ている。また、予算に関しては、当初ニカラグア政府が負担する予定であった殺虫剤散

布に係る費用が予定どおりに投入されず、結果としてPAHOの資金を活用し、また今後は

ノン・プロジェクト無償資金協力による見返り資金を利用することで予算を確保してい

る。 

 

 （4）インパクト：現時点では判断困難である 

以下のとおり上位目標の達成見込みは現時点では判断困難である。また、プロジェクト

の実施により正のインパクトが複数確認された。 

・ニカラグアは、プロジェクトによって実施された昆虫学的調査及び血清学的調査の結果

を活用し、R. prolixusによる感染中断はIPCAより国際認定を得ている。 

・本プロジェクト活動においてプロジェクトが直接対象としない機関や活動に対して以下

のような正のインパクトが確認された。負のインパクトは確認されなかった。 

① 対象県と接しておりT. dimidiataの生息が確認されているチナンデガ県をはじめ数県

でも対象県と同様の取り組みのニーズが認識されるインパクトがあった。 

② 「シャーガス病の日」キャンペーンを通じ、対象5県の各市において、市役所、小学

校等の巻き込みが活性化された。 

③ シャーガス病に係る現行の情報システムの改善を通じ、全国規模で患者データが整

備されつつある。 

④ シャーガス病が新聞等のメディアに取り上げられることが増えてきたことに伴い、

保健省内でのシャーガス病対策の優先度が高まりつつある。メディア露出はシャー

ガス病の予防啓発という観点においても有意義である。 

 

 （5）持続性：政策・制度面、組織面の持続性の見込みは高いが、財政面ではやや懸念があり、

技術面の持続性はまだ高いとはいえない 

・政策・制度面については、作成中の国家シャーガス病対策戦略計画及び国家シャーガス

病対策基準書が保健省によって策定されるとシャーガス病対策の長期的な方向性と具体

的活動が明確になり、持続性が担保される。 

・組織面については、既存のMOSAFCのなかで監視システムを確立していくことで高い持

続性を見込める。人材面については、市・地域保健セクターレベルにおいてシャーガス

病対策に従事する 低限の人数の保健省職員を確保している。加えて、経験年数の長い

保健ボランティアが多く存在し、保健省職員の業務を補完しているため、高い持続性を

見込める。オーナーシップに関しては、保健省の各レベルにおいてシャーガス病対策へ

の高い意識はみられるものの、ビジョンの共有が必要である。 

・財政面については、保健省中央及び県保健局が年間の活動計画に即して通常の活動経費

を予算配賦するものと考えられる。監視システムを拡大するなかで地域性に応じたパ

ターン別の必要経費の試算を行えば、保健省として確保すべき予算をプロジェクト終了
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時までに把握できる。 

・技術面での持続性のためには、次の取り組みから持続性が見込める。現在作成中の国家

シャーガス病対策基準書を簡素化・実務で使える形にしたマニュアルの作成を通じて、

アタックフェーズ及びサーベイランスフェーズの活動の標準化を図る。併せて、シャー

ガス病対策に係るデータ管理のための統一されたフォーマット、監視システムに関する

半期評価会のためのモニタリング・スーパービジョン（Monitoreo y Supervisión：M&S）

チェックリスト等のツールの整備を行う。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

・他国の先行経験を活用して殺虫剤散布の運営管理を実施し、また順調に監視システム構

築を進めている。IEC教材に関しても先行類似プロジェクトで作成されたものをニカラグ

アに見合う形で導入している。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

・JICAニカラグア事務所の担当者、専門家や中央のカウンターパート、県レベル及び市レ

ベルのアクター間のコミュニケーションが良好であり、活動実施上の促進要因となって

いる。 

・中央から地方までの各レベルでの疫学情報及び昆虫学情報のマネジメントの改善を通

じて業務上の管理能力の向上に貢献している。 

・JOCVが対象5県の県保健局に感染症対策隊員として配置されている。シャーガス病に

関する予防啓発活動やデータ整理・分析など、隊員のアイデア溢れる活動に対するカウ

ンターパートからの評価は高く、JOCVとの連携による相乗効果によりカウンターパート

の活動が順調に進んでいる。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 

・ベースライン調査は市レベルのT. dimidiataの生息家屋率の把握を目的とした。アタック

フェーズでは市レベルの生息家屋率に基づいて対象集落を選択したため、監視体制の導

入によって明らかになった高リスク集落が散布対象から漏れている可能性がある。 

・プロジェクト計画時にはベースライン調査とエンドライン調査のデータを比較するこ

とで介入のインパクトを統計学的に推定する予定であった。しかし、血清陽性率につ

いては、ベースライン調査で行った血清検査で陽性者が1名しか発見されず、ハイリス

ク地域での基準値が適切に測定できなかったため、本調査のデータを基準値として採

用するのが困難であり、生息家屋率についてはアタックフェーズの遅れによる時間的

制約によりエンドライン調査実施の可能性が低くなってきている。今後は、定点監視集

落において小学生の血清陽性率がごく小さいことを確認すること、及びT. dimidiataの生

息家屋率が5％未満であることを確認することにより、プロジェクトが介入した定点監視

集落においては、T. dimidiataからの新規感染中断をめざすというIPCAの目標が達成され
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たことを確認する。 

・サーベイランスフェーズの活動のうち、現行の情報システムの改善に関しては保健省

が有する既存の情報システムの実態を把握するための時間が必要であったが、当初計

画では活動が早くに予定されていた。 

・なお、これらの問題点及び問題を惹起した要因を踏まえ、活動の見直しを行い、PDM

の改訂を行う（PDM Ver.3は2012年8月29日に合意済み）。 

 

３－５ 結論 

・本プロジェクトでは、関係者の尽力の下、活動に取り組んできた結果として、各活動はおお

むね順調に進捗していることが確認された。 

・本プロジェクトは、国際政策、ニカラグア及び日本の政策と合致し、また対象地及びター

ゲットグループのニーズに合致することから妥当性はおおむね高いことが確認された。 

・有効性及び効率性については、各活動や成果の達成状況及び投入のタイミング、量、質から

おおむね高いことを示している。ただし、プロジェクト目標を確実に達成するには、パイ

ロット市以外への監視システムの導入の着手時期や県保健局及び市保健課による規模拡大の

ペースを促進させることが重要となる。 

・インパクトについては、プロジェクト目標の達成が前提となるため、現段階における判断は

時期尚早である。 

・持続性については、政策・制度面、組織面の持続性の見込みは高いが、財政面ではやや懸念

がある。また技術面の持続性については、監視システムが既存のMOSAFCの内部で機能して

おり、確保される見込みが高い。 

以上の状況から、プロジェクト目標の達成に向けてPDMを関係者間で再検討し、プロジェク

ト後半の活動を促進させることが必要である。 

 

３－６ 教訓 

 （1）既存の保健医療システムへの組み込みによる持続性の確保 

監視システムを定着させ、プロジェクト終了後にも機能を継続させるためには既存の保

健医療システムに組み込むことが重要であると考えられる。パイロット地域保健セクター

においては既存の家庭・コミュニティ保健モデル（MOSAFC）へ必要な機能を組み込み、

持続性が確保される体制となっている。 

 

 （2）集落レベルの保健ボランティアの活用 

保健ボランティアは保健省職員の活動を補完しており、啓発活動を実施し、地域のニー

ズを把握するうえで重要な位置を占めている。こうした保健ボランティア等の集落レベル

のリソースの活用は効果的であると考えられる。 

 

 （3）先行類似案件の知見の活用 

先行類似案件の関係者との日常的な意見・情報交換及び視察研修を通じて得た知見・経

験を取り入れることで活動の効率化が図られた。 
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３－７ 提言 

【プロジェクトに対する提言】 

 （1）PDMの改訂 

プロジェクト目標の達成のため、早期にPDMを見直し、JCCにおいて合意する。 

 

 （2）昆虫学監視システムの普及 

現在作成を進めている保健省の国家シャーガス病対策戦略計画に従い、昆虫学監視シス

テムをパイロット地域保健セクター以外へも拡大する。 

 

 （3）半期評価会の充実 

半期評価会の開催により、シャーガス病対策の進捗モニタリングを行い、知見・経験の

共有を通じた学びの場を提供する。 

 

 （4）他案件のアセットの活用及び連携の可能性に係る検討 

類似案件の活動や教訓を参考にしつつ、案件に協力した人材や研究機関等のアセットの

活用を検討する。 

 

【保健省に対する提言】 

 （1）戦略及び基準書の迅速な策定 

各県における活動を促進するためには、国家レベルでの戦略や業務基準の提示が不可欠

である。現在、プロジェクトにおいて国家シャーガス病対策戦略計画の作成を進めており、

早期に策定されることが望ましい。併せて、保健省中央、県保健局、市保健課、地域保健

セクター等の関係者の役割を見直し、国家シャーガス病対策基準書において明確化する。

 

 （2）保健省職員への継続教育 

国家シャーガス病対策基準書に基づき、シャーガス病対策に従事する保健省職員が専門

的な知識・技術を習得できるよう、継続教育を強化する。 

 

 （3）コミュニティ保健ネットワークへの活動支援 

集落レベルにおけるシャーガス病に関するヘルスプロモーション活動を促進するため、

家庭・コミュニティ保健チーム（Equipo de Salud Familiar y Comunitario：ESAFC）がコミュ

ニティ保健ネットワークを継続的に支援する。 

 

 （4）患者のフォロー及びマネジメントの強化 

シャーガス病に関して、保健医療サービスネットワークのあらゆるレベルにおける情報

フローと患者登録を改善する。また、治療及びリファラルシステムを強化する。 

 

 




