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１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：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 

分野：保健医療（結核対策） 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 協力金額（評価時点）：約 3.5 億円 

 

協力期間 

2010 年 1 月～ 

2013 年 1 月 

先方関係機関：国立結核センター（CENAT）、保健省 

日本側協力機関：結核予防会、結核研究所 

他の関連協力：国立結核センター改善計画（2000 年、無償）、結

核対策プロジェクト（フェーズ 1、2）（1999～2004 年、2004～2009

年、技術協力） 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」）は、結核の患者数が人口 10 万人当たり 664 人（2009

年推計）とアジア地域で最悪の状況にあり、世界的に早急な対策が必要な結核高蔓延国 22 カ国

の一つに位置づけられている。カンボジアは 1980 年に国家結核対策プログラム（NTP）を設置、

1994 年から WHO の推奨する直接監視下における短期化学療法（DOTS）を取り入れるなど結核

対策に力を入れてきた。わが国は、無償資金協力により国立結核センター（CENAT）の施設の

改修及び機材の供与を行うとともに（2000 年）、1999 年から 2009 年まで 2 フェーズにわたり「結

核対策プロジェクト」を実施し、CENAT を拠点に DOTS を中核とする包括的支援を行ってきた。 

フェーズ 2 の実施後、2010 年から 2011 年にカンボジアで 2 度目の全国結核有病率調査の実施

を予定していたが、大規模で高い精度が求められる本調査を独力で実施するには課題が残され

ており、調査の計画策定から結果分析、報告に至るまでの一連のプロセスに外部からの支援を

必要としていたため、カンボジア政府はわが国政府に対して協力を要請した。これを受け、NTP

の結核対策能力が強化されることを目的とした「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」（以下、「プロジェクト」）が、カンボジア保健省及び CENAT をカウンタ

ーパート（C/P）機関として、2010 年 1 月より 2013 年 1 月までの 3 年間の予定で開始された。 

プロジェクトは、総括/結核対策、業務調整/データ管理、疫学/統計、X 線診断、細菌学検査等、

複数名の短期専門家を派遣し、これまでに有病率調査の実施を支援し、2012 年 2 月には調査の

暫定結果を発表するためのワークショップを開催した。また、今後は 2002 年の第 1 回調査と今

回調査の結果を比較分析することにより、国際的に推奨されてきた DOTS 戦略の効果を明確に

していくとともに、調査結果に基づく次期カンボジア結核対策戦略 5 カ年計画への改訂に向け

た作業の支援を実施する。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

結核による死亡数及び患者数が減少する。 
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（2）プロジェクト目標 

全国結核有病率調査を通じて、NTP の能力が強化される。 

 

（3）アウトプット 

アウトプット 1：NTP に全国結核有病率調査に関するプロトコールの設定、実施、モニタリ

ング、分析、報告体制が整い、質の高い調査が実施される。 

アウトプット 2：NTP の質の高い細菌検査に関する診断ネットワークが強化される。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

JICA 専門家派遣：延べ 59 名（短期）、本邦研修員受入れ：計 5 名（集団研修）、技術交流

参加：計 3 名 

機材供与：総額約 1,500 万円、携行機材：総額約 760 万円、ローカルコスト負担：8,100

万円 

カンボジア側： 

C/P 配置：71 名（CENAT、終了時評価時）、ローカルコスト負担：光熱費及び人件費 

有病率調査費用：110 万ドルを捻出〔30～40％：グローバルファンド（GF）、5％：USAID、

70％：JICA〕 

土地・施設提供：専門家執務室（CENAT） 

２．評価調査団の概要 

調 査 者  総  括：牧本 小枝 JICA 人間開発部 保健第三課 課長 

結核対策：大菅 克知 WHO 西太平洋地域事務局 

評価分析：柏崎 佳人 A & M コンサルタント㈲ 

評価企画：京口 美穂 JICA 人間開発部 保健第三課 

調査期間 2012 年 7 月 1 日～2012 年 7 月 21 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 

＜アウトプットの達成度＞ 

アウトプット 1 はほぼ達成されている。四つの指標に対する達成度は、1-1 から 1-3 について

は予期したとおり、もしくはそれ以上（1-3）であり、1-4 についても近々に達成されることが

確実である。アウトプット 1 に対する指標は、活動がさらに進捗するプロジェクト終了時まで

にはすべて達成されるものと期待できる。 

アウトプット 2 はおおむね達成されている。指標 2-3 を除き、現時点における 4 指標の達成

度はほぼ期待以上であり、プロジェクト終了時までには活動がより進み高いレベルで達成され

るものと予想できる。 

指標 2-1：培養検査：汚染率は総合的に 4.5％であり達成、リカバリー率も 87.6％で達成された。 

指標 2-2：喀痰塗抹検査：成績優良ラボの割合は 86％であり、指標の 80％を超え達成された。 

指標 2-3：X 線撮影：フェアレベルであるＸ線フィルムの割合は 80％であり、達成されなかっ

たが、フィルムの質は向上し、かつモデル地区においては達成した（94.1％）。 
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指標 2-4：X 線読影：質評価に係る研修は既に何度も時や場所、対象者を変えて実施されてお

り達成された。 

指標 2-5：薬剤感受性試験（DST）：3 名の検査技師がパネルテストを受けイソニアジド（INH）

とリファンピシン（RFP）に対して WHO による基準を満たしたので、達成と判断。 

 

＜プロジェクト目標の達成度＞ 

プロジェクト目標はプロジェクト終了時までに十分達成されると判断できる。 

指標 1「ストップ TB（結核）戦略のすべてのコンポーネントに対して、質の高い活動ができ

る。」について、ストップ TB 戦略の六つのコンポーネントに対する進捗状況と、プロジェクト

活動を通じて各コンポーネントのどのような側面が強化されたのかを、インタビュー結果や国

際会議での発表実績等から総合的に判断して、指標 1 は達成されるであろうと考えられる。 

指標 2「調査結果が反映された結核対策プログラムの活動が実施される。」について、調査の

暫定結果は、第 3 年次業務完了報告書及びワークショップにおいて発表されており、現在調査

結果の分析が進められている（詳細は付属資料 2.ミニッツの Annex 6 を参照のこと）。最終的な

結果及び現行の結核対策戦略の見直しについては 2012年 8月に開催される NTP 合同レビュー会

議において議論される予定である。調査結果の取りまとめと並行して、既に調査後活動が始め

られており、現行の結核対策戦略の見直しはまだ議論中ではあるものの、調査結果が 2013 年か

ら 2020 年に向けた新戦略及び年間実施計画の更新に貢献することは確実である。それゆえ現在

の状況をかんがみるに、指標 2 はプロジェクト終了時までに達成されるものと期待できる。 

 

３－２ 効果発現に貢献した要因 

（1）プロジェクトによる技術支援 

プロジェクトは同じ専門家を繰り返し派遣したが、このことが C/P の技術習得過程にお

いてポジティブなフォローアップ効果を発現した。 

 

（2）プロジェクトマネジメント 

第 1 次の有病率調査を経験している何人かの C/P は現在でも CENAT で勤務しており、今

回の調査では主導的な役割を果たした。調査実施のために組織的な運営システムが構築さ

れ、活動の実施プロセス改善に貢献した。 

 

（3）他支援機関とのパートナーシップ 

JICA や WHO、USAID などの援助機関は各々の援助方針や得意分野があるものの良好な

関係を築いており、CENAT の主導の下、カンボジアにおける結核対策のために効果的に補

完する活動を展開している。 

 

３－３ 問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクトの実施プロセスにおいて特に大きな阻害要因は認められなかった。 
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３－４ 評価結果の要約 

（1）妥当性：「非常に高い」 

プロジェクト目標はカンボジア国民のニーズに一致し、かつカンボジア政策との整合性

が非常に高いと認められた。また、カンボジアにおける結核対策支援は、日本の援助方針

とも整合性があると判断された。カンボジアが 2002 年と 2011 年の 2 度にわたる有病率調

査の結果を、比較可能な科学的データとして国際的に提供できることはミレニアム開発目

標（MDG）達成に向けて非常に有意義な成果といえ、プロジェクトの実施が世界的な結核

政策に貢献し、かつ整合性が高いものであることを証明している。 

 

（2）有効性：「高い」 

本プロジェクトのプロジェクト目標はおおむね達成されている。また二つのアウトプッ

トは効果的に構成されている。アウトプット 1 は第 2 次有病率調査の実施に係る成果であ

り、一方アウトプット 2 は診断ネットワークの構築に係る活動に焦点を当てている。アウ

トプット 1 及びアウトプット 2 の双方が達成されることにより、有病率調査が成功し NTP

の能力が強化されプロジェクト目標が達成されるわけであるから、プロジェクト・デザイ

ン・マトリックス（PDM）の論理性は適切であったと考えられる。 

 

（3）効率性：「高い」 

2 項目のアウトプットに係る九つの指標は、現在までにおおむね達成されており、残る幾

つかの事項についてもプロジェクトの終了までには達成される見込みである。加えて、カ

ンボジア側、日本側ともプロジェクト活動に対して人員（カンボジア側 C/Ps、日本人専門

家）、機材、研修及び技術交流、予算の支出、といった面で適切な投入が行われ、プロジェ

クト活動を進めるうえで効率的に使用された。また先行プロジェクトの成果や人材につい

ても、本プロジェクトにおいて効果的に活用されており、少ない予算ながら大きな成果を

上げている。したがって本プロジェクトの効率性は満足できる水準にあるといえる。 

 

（4）インパクト：「非常に高い（大きい）」 

1）上位目標の達成見込み 

上位目標は近い将来に達成されると見込まれる。上位目標の達成度を測る指標 1 につ

いて、目標値はほぼ達成されており、NTP による結核対策を通じ 2015 年までには満足の

いくレベルで確実に達成されるであろうと考えられる。指標 2 についても減少傾向は維

持されていることから、現在の NTP による活動を維持・継続することにより、指標 2 は

達成されるであろうと推測された。 

2）その他のインパクト 

これまでのプロジェクト実施による波及効果は以下の 2 点である。 

・8 年という期間をおいて実施された 2 回にわたる調査が、結核対策においてその効果

を測定するための有益な手段となることを、プロジェクトが明確に証明した。 

・プロジェクトがカンボジアにおける経験を、ラオスやエチオピアといった他の第三

国と共有したことにより、国際的な南々協力関係を促進した。 

現時点ではプロジェクトによるマイナスのインパクトは確認されていない。 
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（5）持続性 

政策面：「高い」 

カンボジアミレニアム開発目標（CMDG）から保健戦略計画（HSSP）までの政策が、

一貫して整合的な結核対策を鮮明に打ち出しており、カンボジア政府の結核対策へのコ

ミットメントは強固である。また、カンボジアの 2016～2020 年国家結核対策戦略が、今

回の有病率調査結果に基づいて計画されると考えられることから、結核対策に対する政

策支援が今後も継続されることについて疑いの余地はない。それゆえ、カンボジアにお

ける結核対策の持続性は、政策によって保証されている。 

組織面：「高い」 

CENAT は、JICA を含む国際援助機関の支援の下 NTP 活動を長年にわたり主導してき

ており、その組織体制は十分に醸成されている。プロジェクト活動に対して、カンボジ

ア側 C/P は積極的なかかわりをみせており、特に有病率調査については、2002 年実施時

にすべてのフィールド活動を専門家とともに実施したのに対し、今回は専門家の関与は

限定的となり、C/P が主体となって実施された。そのことは C/P にとっても自信につながっ

ており、プロジェクトや調査のマネジメント面における能力の強化につながっている。 

財政面：「不確実」 

NTP の予算については、その 3～4 割を GF7、USAID が 5％、カンボジア政府が 1 割、

そして JICA がその残りを負担するという支出状況にある。つまり NTP はその予算の 9

割をドナーに依存しており、この状況が近い将来改善されるとは到底考えられない。感

染症はいったんそのコントロール対策を中止すると再燃することが知られており、結核

対策に係る活動を維持するための予算を確保することが非常に重要である。 

技術面：「特定分野以外は十分なレベル」 

技術的なフォローアップや、現場研修（OJT）を取り入れた外部精度評価（EQA）の実

施などは、技術的な質の向上に大きな役割を果たした。CENAT には、独自にオペレーショ

ナル・リサーチ（OR：さまざまな計画に際して最も効率的になるよう決定する科学的技

法）を実施するための技術が培われていると考えられるものの、その計画・立案を確実

に実施できるかについては不安が残る。その意味においても、新しい課題への対応やプロ

ジェクトによって移転された技術の定着を図るために、更なる支援が必要であろう。 

 

３－５ 結 論 

第 2 回の結核有病率調査が世界標準に従って成功裏に実施された結果、結核有病率の明らか

な減少がみられ、DOTS 戦略による対策の効果が確認された。これはカンボジアにとってだけで

なく、世界的な結核対策の今後に大きく貢献すると見込まれる結果である。 

その一方でカンボジアは、世界的に早急な対策を必要とする結核高蔓延国 22 カ国中、依然と

して 2 番目に高い有病率を維持しており、引き続き結核対策を優先課題として予算を確保し、

取り組んでいく必要がある。あわせて、今回の調査により高齢者や不顕性感染者結核への対策

の必要性が明らかになったが、それは世界でもまだ新しい領域の対策であり、具体化のための

オペレーショナル・リサーチや、その課題に対応するための技術の習得・普及が必要である。 

調査の準備、実行、結果分析などのさまざまな過程を通じ、調査の実施のみではなく、CENAT 

C/P の能力強化につながったことが確認されており、プロジェクト目標は達成されると判断する。 
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３－６ 提 言 

（1）プロジェクトへの提言 

・有病率調査のファイナルレポート、オペレーショナル・リサーチ・レポート、検査に関

するトレーニング・モジュールをプロジェクト期間内に完成させる。またモデル地区で

の X 線研修に関する内容を取りまとめる。 

・有病率調査の結果を国際会議で発表する。 

・検査室の C/P が DST のパネルテストに合格するよう支援する。 

 

（2）カンボジア側への提言 

・政策に有病率調査の結果を反映させる。 

・高齢者や軽症状患者への結核対策など、新たな課題を政策へ反映させるためにオペレー

ショナル・リサーチを実施する。 

・質の高いオペレーショナル・リサーチ実施のために人材を育成する。 

・結核対策の予算確保のためのアドボカシーを行う。 

 

３－７ 教 訓 

・有病率調査のようなスケールの大きい調査の実施は、科学的なエビデンスを実証するだけ

でなく、C/P の能力強化に貢献する。 

・有病率調査のようなスケールの大きい調査は、開発パートナーと連携し、適切なタイミン

グで必要なコンポーネントを投入することが成功の鍵となる。 

・今回の有病率調査の結果は、途上国におけるこれまでの結核診断（喀痰検査中心の診断）

では限界があり、新たな課題として見つかった高齢者や軽症状患者の結核診断には、X 線

による診断が必要であることが分かった。また、X 線診断は、これまで日本で実施されて

きた手法であり、日本の経験が今後の途上国における結核対策に役立つことが分かった。 

・有病率調査を実施する技術協力プロジェクトにおいて、適切な評価ができるよう、プロジェ

クトの目標設定や指標設定には工夫が必要である。 

 

 




