
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（Panamerican 
Health Organization：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

ような状況の中、国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：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、エルサルバドルで広域的に技術協力を展開してきた。

2005 年の PAHO のデータによると、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出来た家屋を

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重なっており、

特に北部地域に集中している。

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・経験を活用する形で、ニカ

ラグア国内でも特にリスクが高いとされている北部 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、「シャーガス病対策プロジェクト」が開始

された。媒介虫感染症対策を担う保健省（MINSA）をカウンターパート機関とし、サシガメに

よる感染を持続的に制御することを目標に掲げ、2009 年 9 月より 2014 年 8 月までの 5 年間の

予定で実施している。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強化（アタックフェーズ）、③監視システムの運営管理能力強化（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強化という 4 つの能力強化を主眼として

いる。

１－２　協力内容

本プロジェクトは、中米諸国で JICA が培ってきた知見・経験を活用しながら、媒介虫による

シャーガス病の感染中断に貢献すべく、ニカラグア北部 5 県において、媒介虫による感染を持

続的に制御することを目的として実施する。

（1）上位目標

プロジェクト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

プロジェクト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。

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：保健医療―その他感染症 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 3.8 億円

協力期間
2009 年 9 月 1 日～

2014 年 8 月 31 日

先方関係機関：保健省（MINSA）

日本側協力機関：特になし

他の関連協力：PAHO、青年海外協力隊

終了時評価調査結果要約表
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（3）成果

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。

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。

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。

成果 4　住民のシャーガス病予防能力が強化される。

（4）投入（2013 年 12 月末時点）

日本側：

JICA 専門家派遣：延べ 5 名（長期）、8 名（延べ 15 回）（短期）、本邦研修員受入：計 7 名（個

別及び集団研修）

機材供与：総額約 9,390 万円、ローカルコスト負担：約 7,990 万円

ニカラグア側：

カウンターパート配置：7 名（MINSA 本省）、対象 5 県の保健スタッフ多数

ローカルコスト負担：光熱費及び人件費、その他で、2012 ／ 2013 年に約 1,750 万円を拠出し

ている。

施設：MINSA 本省及びエステリ県保健局内にプロジェクト事務所（専門家用）を設置。

３－１　実績の確認

（アウトプットの達成度）

成果１：指標 1-1「プロジェクト対象市のうちエビデンスに基づいて対象市に選定された市の割

合（＞ 90％）」については、100％のプロジェクト対象市が過去のサシガメ生息記録等のエビ

デンスに基づき選定された。指標 1-2「定点監視集落において、小学生の血清陽性率が得られ

る」については、採血が終了しており ELISA による検査を残すのみであるため、プロジェク

ト終了時までの確実な達成が見込まれる。

成果２：指標 2-1「プロジェクト対象市において、殺虫剤散布の暫定ガイドラインに基づき、全 R. 
prolixus が生息する 100％の村落に殺虫剤散布が行われる」については、2013 年 2 月にマタ

ガルパ県サン・ラモン市において R. prolixus が見つかり、同集落及び周辺集落において全家

屋で殺虫剤散布が実施された。指標 2-2「アタックフェーズ対象市において、T. dimidiata の

生息率低下を目的とした殺虫剤散布が行われる」については、2011 年 1 月から 2012 年 6 月

末までに 5 県 7 市において延べ 239 集落 15,051 家屋に散布が行われた。また、見返り資金に

よる第 1 次・第 2 次殺虫剤散布実施家屋数はそれぞれ 28 市 739 集落の計 30,384 家屋、32 市

2. 評価調査団の概要

調
査
者

団長 花田　恭 JICA 国際協力専門員
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評価分析 Perla Elizabeth Lopez 保健省対外協力局、分析担当
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調査期間 2014 年 2 月 9 日～ 2014 年 3 月 3 日 評価種類：終了時評価

3. 評価結果の概要
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561 集落の計 37,461 家屋（推定）である。指標 2-3「アタックフェーズのインパクトが T.dimidiata
の生息家屋率の変化により推定される」については、殺虫剤散布対象となった集落における

生息家屋率は殺虫剤散布後に劇的に減少した。ヒノテガ県で効力評価の対象となった 4 市 58
集落においては、ベースライン調査時（2010 年 1-7 月）の 23.8％から第 1 次散布後評価（2013
年 5-7 月）の 4.0％に減少し、他県でも同様の傾向が見られた。

成果３：指標 3-1「プロジェクト対象県の全県保健局が保健省中央に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」については、保健省疫学情報システムへの患者登録率

が 2011 年は 45％であったものが、2013 年には 99％まで改善した。また、保健省がオンライ

ン発行する疫学週報（Boletín Epidemiólocio）によると、2013 年は第 17 週までで 52 人のシャー

ガス病患者が報告された。指標 3-2「監視システムパイロット市の全市保健課が 24 カ月間継

続して捕獲ベクター数を報告する」については、パイロット 7 市からのサシガメ届出家屋数

が 24 カ月報告された。ただし、国家シャーガス病対策基準書で定めるサシガメ届出家屋数を

含む月報に関しては、パイロット 7 市のうち 2 市（マタガルパ県テラボナ市、ヌエバ・セゴ

ビア県シウダー・アンティグア市）で提出が滞った。指標 3-3「監視システムパイロット市

におけるレスポンス率（目標値：70％）」については、2013 年 1 ～ 6 月における平均対応率

は 74.4％であったが、2013 年 7 ～ 12 月では対応率が 100％に改善した。指標 3-4「監視シス

テムのパイロット市がモニタリング・スーパービジョン（Monitoring and Supervision：M&S）
チェックリストの基準値を満たす」については、2013 年 2 月に第 2 回 M&S を実施した結果、

7 パイロット地区の平均値は、県保健局が 74.6％（2012 年 7 月は 74.9％）、市保健課が 89.6％
（同 77.0％）、地域保健セクターが 80.9％（同 72.4％）であり、3 レベルの平均値は 81.7％（1
回目の M&S、74.8％）と基準値（80％）を満たした。指標 3-5「保健省中央あるいは県保健

局による市保健課への技術的指導が半期毎に実施される」については、2012 年 7 月、2013 年

2 月、2013 年 8 月、2014 年 2 月の監視ワークショップで保健省中央から監視システムに関し

ての情報共有、意見交換、計画及び合意等がなされた。また、2013 年下半期より、県保健局

が主体となり市保健課に対して監視システムのスーパーバイズを実施し、技術指導するよう

になった。なお、中間レビューにおいて提言された、パイロット地域保健セクター以外への

昆虫学監視システムの拡大については、プロジェクトのパイロットである北部 5 県 7 市 7 保

健セクターから、2013 年 12 月時点で 49 市 477 保健セクターへ拡大普及された。

成果４：指標 4-1「プロジェクト対象県でサシガメ届出キャンペーンを行った市の割合（目標値：

70％）」については、2012 年 7 月 9 日のシャーガス病の日啓発キャンペーンは、対象 49 市中

40 市（81.6％）で実施され、2013 年は 49 全市（100％）で実施された。指標 4-2「監視シス

テムパイロット市において住居改善 / 生活改善を行っている市の割合（目標値：50％）」につ

いては、2013 年 12 月時点で 7 市中 4 市（57.1％）であった。また、住居改善はパイロット市

以外でも開催し、2013 年 12 月現在で対象 49 市中 28 市であり、市の割合は全体でも 57.1％
に達している。

（プロジェクト目標の達成度）

上述したとおり、既にプロジェクトは調査・駆虫・啓発に係る様々な成果を生み出しており、

プロジェクト終了に向けて予定された活動を実施する事でプロジェクト目標は達成されると期

待できる。一方、現在実施中である第 2 次殺虫剤散布の評価調査を待たなければ、達成度が判

明しない指標が一部存在する。

指標１「プロジェクト対象市における T. dimidiata の生息家屋率（＜ 5％）」及び２「プロジェ

クト対象市における R. prolixus の生息村落数（目標値：0）」：見返り資金による第 2 次殺虫
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剤散布が実施中であり、2013 年 12 月現在で達成見込みを判断するには時期尚早である。

指標２「プロジェクト対象市における R. prolixus の生息村落数（目標値：0）」：現時点におけ

る達成見込みの判断は時期早尚である。見返り資金による第 1 次殺虫剤散布中のの 2012 年 3
月に、マタガルパ県サン・ラモン市の 1 集落 2 家屋で R. prolixus が捕獲された。2013 年 12
月現在、見返り資金の第 2 次殺虫剤散布を実施中であり、2014 年 7 月までに実施する散布後

昆虫学評価の結果で判断する。

指標３「昆虫学監視システムのパイロット市における監視システムのカバー率（目標値：

100％）」：達成済み。2013 年 12 月現在、パイロット市における監視システムのカバー率は

100％に達している。

指標４「プロジェクト対象県のうち、監視システムの導入に着手した市の割合（目標値：

50％）」：達成済み。2013 年 12 月時点で、パイロット市における監視システムの導入に着手

した市は 49 市中 49 市である。導入率は 100％である。

（上位目標の達成見込み）

いずれの指標についても、現時点における達成見込みの判断は時期尚早である。

指標１「16 歳未満児の血清陽性率（≈ 0％）」：プロジェクト終了 3 年後（2017 年）に 3 歳以下

陽性率を 0 に近づけることは可能である。プロジェクト終了 3 年後の 4 歳以上 16 歳未満の

陽性率は、プロジェクト終了時（2014 年）の 1 歳以上 13 歳未満の陽性率を反映するため、

2017 年までに感染中断を達成しても陽性率は 0 近くにはならないと考えられる。

指標２「T. dimidiata の家屋内生息率（＜ 5％）」：プロジェクト目標指標 1「調査対象市における T. 
dimidiata の生息家屋率（＜ 5％）」を達成し、かつ監視システムが対象県内にて機能すること

により、達成が見込まれる。

指標３「R. prolixus の生息村落数（= 0）」：プロジェクト目標指標 2「調査対象市における R. 
prolixus の生息村落数（=0）」を達成し、かつ監視システムが対象県内にて機能することにより、

達成が見込まれる。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性：非常に高い

本案件上位目標と、ニカラグア開発政策との整合性は高いと言え、我が国の国別援助方

針にも合致している。また、本プロジェクトは、JICA がこれまでにグアテマラ、ホンジュ

ラス、エルサルバドルで実施してきたシャーガス病対策での経験・知見を大いに活用して

おり、日本の技術の優位性は非常に高い。加えて、プロジェクトが中心になって策定した

保健省シャーガス病対策基準書及び業務マニュアルが、MINSA に省令として承認され、本

プロジェクトをモデルとしたシャーガス病対策が、全国規模で展開され始めている。

（2）有効性：高い

プロジェクト目標に係る 4 指標のうち、2 指標はいまだ達成されていないが、プロジェ

クト終了までにはその達成が見込まれる。また、中米地域におけるシャーガス病対策を推

進する PAHO と緊密な関係を保ちつつ活動を進めていると同時に、各県には 1 名ずつの青

年海外協力隊が長期に配属されており、コミュニティレベルにおける普及・教育・予防と

いった側面で多大な成果を生んでいる。
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（3）効率性：高い

プロジェクト活動については、「活動 3-8 急性患者に対する監視システムの運営」を除く

すべての活動について、達成済み、もしくはプロジェクト終了までに達成見込みとなって

おり、アウトプットの産出状況は適切と考えられる。また、他国で実施した JICA シャーガ

ス病プロジェクトの知見を活用したことで、他国プロジェクトと比較してより短期間でよ

り多くの活動を実施することができ、コストの効率性は高いと言える。加えて、プロジェ

クト活動をコミュニティレベルで支え続けているのは、保健ボランティアと呼ばれる一般

住民であり、全くの無報酬でシャーガス病対策の一翼を担っている。彼らはプロジェクト

／保健省チームと住民との媒体となっており、彼らの存在なくしてここまで大きな成果は

望めなかったと推察される。

（4）インパクト：高い

① プロジェクト活動による経験から生まれた保健省シャーガス病対策基準書・業務マニュ

アルが承認され、省令の公布によりプロジェクトをモデルとしたシャーガス病対策が全

国へ波及されることとなった。

② 住居・生活改善活動を通して、市の行政、非政府組織（Non-governmental Organization：
NGO）、農業生産組合や信用組合におけるシャーガス病対策への理解が深まり、支援が得

られるようになった。

③ 住居改善に係るワークショップには建築業者も参加し、プロジェクトで推奨する技術を

実際の仕事に応用するという動きが見られた。

④ シャーガス病に係る啓発活動において、学校を拠点としたことにより教育省との連携が

生まれることとなった。

⑤ 学術誌での論文の掲載、保健省・PAHO ウェブサイトへの掲載、新聞や全国・地元のテ

レビ・ラジオでの紹介等をはじめとした、プロジェクト関係者以外への情報発信がなさ

れた。

⑥ サシガメが生息しやすい状態を改善することで、家の中を整理整頓するようになり、ま

た男性の意識が向上し、家事を手伝うようになったという話も聞かれた。

（5）持続性：

政 策面：高い。プロジェクト期間中に保健省シャーガス病対策基準書・業務マニュアルを

整備し、保健省で承認された。その基準や手順が整備されたことの意義は大きく、シャー

ガス病対策に係る環境が整ったと言える。

組 織面：比較的高い。シャーガス病対策担当者が複数の疾病対策をひとりで包括的に担当

しているが、MINSA の組織力を生かした効率的な全国展開を期待できる。また、地方に

おける保健スタッフと住民は強く連携し適切な意思の疎通が図られていることから、活

動を継続するに足る力は十分に認められる。

財 政面：継続的な努力が必要。PAHO からの支援は継続されるものの、今後、殺虫剤の購

入費用や機材メンテナンス費などの確保に保健省は継続的に努力し、2015 年以降の短期

的省計画にこれらの予算を計上する必要がある。住居改善については、企業や NGO、組合、

自治体からの支援の継続が期待できる。

技 術面：高い。プロジェクトを通して移転された技術は多岐にわたる。プロジェクトが実

施するワークショップや日常業務の中で、問題点や課題を見つけ出し、その改善策を導

き出すというマネジメント手法を実践しているため、カウンターパートには問題解決に
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係る能力が醸成されているものと推察される。

３－３　効果発現に貢献した要因

国際機関では PAHO、国内機関としては教育省（学校）やコミュニティネットワーク（保健

ボランティア）、地方行政、NGO、青年海外協力隊等、目的によって様々な機関や組織が連携し

てプロジェクト活動にかかわっており、その円滑な実施を支えている。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

市や県によって様々な阻害要因（人材・予算不足、デング熱の流行、等）が時として存在し

たが、その多くは程度の差こそあれ、どんな職場においても避けられない問題である。MINSA
においては、リーダーシップやマネジメントのあり方に問題があったので、その他の疾病とと

もにシャーガス病対策を日常業務の一環として、各スタッフが業務を補完しつつ実施していく

ことが重要である。

３－５　結論

本プロジェクトはプロジェクト期間内にプロジェクト目標を達成することが見込まれ、予定

どおり終了することが適切である。

本プロジェクトは、国際政策、ニカラグア、及び日本の政策に適合し、また対象地及びター

ゲットグループのニーズとも合致することから、妥当性は非常に高いことが確認された。特に

プロジェクトが策定したシャーガス病対策基準書・業務マニュアルが省令として承認された意

義は大きい。また、各活動や成果の達成状況及び投入のタイミング、量、質に係る調査結果は、

本プロジェクトの高い有効性及び効率性を示している。既存のコミュニティネットワーク、多

機関間連携、過去の知見等を活用することにより、比較的小規模な投入を確実に大きな成果へ

とつなげている。他にも多機関間連携や小学校を中心に据えたプロモーション活動などにより、

様々な形で正のインパクトが発現しており、定点血清調査の継続や監視システムの全国展開な

どが実現できれば、上位目標の達成は見込まれる。持続性については、政策・制度面、技術面

の持続性は高いと見込まれるが、組織面においてリーダーシップ及びマネジメント力、財政面

については予算確保に関して継続的な努力が必要である。

３－６　提言

（プロジェクトに対する提言）

（1）シャーガス病対策の継続性を確保するための体制の確立

国家シャーガス病対策基準書の施行に係るモニタリング・評価について、プロジェクト

終了後も継続する仕組みを確立させる。

（2）第 2 次殺虫剤散布の促進とその効力評価

第 2 次殺虫剤散布実施の遅れからその効力評価が実施できず、終了時評価時において算

出されていない指標がいくつか認められる。それゆえ第 2 次散布を終了次第、適宜その効

力評価を実施し、プロジェクトの成果及び目標の達成度を明らかにする。

（3）急性患者に対する監視システムの展開

「活動 3-8 急性患者に対する監視システムの運営」について、国家シャーガス病対策基準

書及び業務マニュアルに則り、監視システムを展開する。
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（4）血清調査の完遂

定点観測実施に向けた基盤を整えるため、血清調査の精度を高めつつ、高リスク地域に

おける抗体陽性率を算出する。

（保健省に対する提言）

（1）シャーガス病対策基準書及び業務マニュアル研修の遂行

2014 年 1 月から開始された基準書及びマニュアルの全国研修に関し、教育・調査総局が

進捗及び資材配布のモニタリングをする。また公衆衛生監視総局の協力を得て、問題解決

にあたる。

（2）活動継続のための体制強化

上記「3-6　プロジェクトに対する提言（1）」でプロジェクトが策定した体制を整え、関

係する諸機関（保健省内他部署、PAHO、JICA ニカラグア事務所、等）との連携の下、基

準書及び業務マニュアルに沿ったモニタリング監理を実行する。

（3）血清診断の改善

抗 T. cruzi 抗体検出 ELISA 法について、若干その結果に再現性の低さが認められる。こ

のキットは CNDR により製造されており、安価に慢性患者の発見を容易にするツールとし

て、将来的にも非常に重要な診断法となる。それゆえ国際水準を満たした信頼性を確保す

るため、PAHO の協力の下、検査キットの品質管理及び検査体制の質を改善する。

（4）予算の確保

シャーガス病対策基準書及び業務マニュアルに則り、活動の実施に欠かせない予算を計

上し、その確保に努める。

（5）患者の対応強化

保健サービス総局は、保健省に報告されたシャーガス病陽性患者への対応を強化する。

３－７　教訓

（シャーガス病対策プロジェクトに向けた教訓）

（1）県保健局長や市保健課長など各レベルの管理責任者を巻き込み、関係者間でシャーガス

病対策を保健省の日常業務として定着させることにより、持続性を高めた。

（2）シャーガス病対策に係る手順や仕組みを基準書及び業務マニュアルとしてまとめ、保健

省の省令として承認を受けたことにより、プロジェクト活動の全国展開と持続性を担保す

ることができた。

（3）各種様式の統一を図ったことにより、異なる地域におけるデータを比較・検討できる様

になり、地域間における競争の活性化につながった。最終的には、監視システムの拡大や、

データの質向上のためのモニタリング実施という形で実を結んだ。

（4）媒介虫監視システムの運営が ESAFC の業務となったことで、コミュニティネットワーク

との連携が深まり、シャーガス病対策が草の根レベルまで浸透した。
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（5）小学校を普及活動の場としたことにより、多くのステークホルダー（教育省、NGO、教会、

等）を取り込むことができた。加えて、住居改善についても同様に市行政、NGO、民間企

業などの支援機関を得、シャーガス病対策ばかりでなく貧困対策にもつながった。

（6）基準書及び業務マニュアルの中にフロー図（業務の流れを整理）を組み込んだことにより、

シャーガス病対策に係る手順及びその詳細を誰もが理解できるようになった。

（7）中米地域において JICA は長年シャーガス病に対し協力を実施しており、他国で実施され

ているシャーガス病対策プロジェクトの専門家や C/P との情報・意見交換等を通じて JICA
に蓄積されたシャーガス病対策の知見を最大限に活用することができた。また生活改善等

の課題別研修の帰国研修員との連携により、プロジェクト活動を効率的に進めることがで

き、実施期間の短縮及び効果的な成果の発現につながった。

（技術協力プロジェクト全般に向けた教訓）

（1）普及・啓発活動の直接的対象者が持つ波及効果も予測し、活動場所を選定することが重

要であり、学校は波及効果が大きい有効な場所であると考えられる。

（2）既存の保健システムにおいて、保健医療関係者の通常業務の 1 つとしてプロジェクトの

活動を文書化し取り込むことが、財政面における持続性の向上につながる。

（3）競争原理を働かせることにより活動に対する意欲を高めるひとつの手段として、プロジェ

クトの成果を現場へ裨益するためのパイロット・サイトを複数設置することが挙げられる。

（4）公的機関の業務や公的サービスが政治的に影響されやすい中南米地域において、疾病対

策の継続性を確保するには、政治的影響を受けにくい学校やコミュニティ等での定着が重

要である。
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