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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：フィリピン共和国 案件名：小児呼吸器感染症の病因解析・疫学に基づく予防・

制御に関する研究プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト（SATREPS） 

所轄部署：人間開発部 

保健第二グループ保健第三課 

協力金額：4.1 億円 

協力期間 （R/D）： 

2011 年 4 月 1 日～

2015 年 3 月 31 日 

先方関係機関：保健省−熱帯医学研究所（RITM） 

日本側協力機関：東北大学大学院医学系研究科 

他の関連協力：青年海外協力隊（ビリラン） 

１－１ 協力の背景と概要 

肺炎を中心とする重症呼吸器感染症は途上国において小児の死亡原因の 25～30％を占める

深刻な問題であり、国連ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）のゴー

ル 4 に掲げられている「2015 年までに 5 歳未満児の死亡率を 1990 年の水準の 3 分の 1 に削減

する」を達成するための重要課題の 1 つである。しかし、ウイルス感染を含めたその実態はい

まだに明らかになっておらず、さまざまな努力にもかかわらず今も世界中で約 200 万人の小児

が肺炎により毎年死亡していると推計されており、小児の肺炎の 95％が途上国において発生し

ている。 

かかる状況の下、フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）より地球規模課題対応国

際科学技術協力事業（Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development：

SATREPS）として「小児急性肺炎を対象とした包括的疫病学調査プロジェクト」が要請され、

これと並行して国内研究協力機関である東北大学大学院医学系研究科より独立行政法人科学

技術振興機構（Japan Science Technology Agency：JST）に対し研究申請が行われた。これを受

け、同事業に携わる文部科学省、JST、外務省、JICA の 4 機関が審査を行った結果、「小児呼吸

器感染症の病因解析・疫学に基づく予防・制御に関する研究プロジェクト」（以下、「本プロジ

ェクト」と記す）が 2011 年 4 月から 2016 年 3 月までの 5 年間を協力期間として採択された。 

本プロジェクトは、プロジェクトが開始された 2011 年でも 5 歳未満児死亡率が出生 1,000 当

たり 31 と依然として高く、肺炎が乳幼児の死亡原因の第 1 位を占めるフィリピンにおいて、

同国の実施機関であるフィリピン熱帯医学研究所（Research Institute for Tropical Medicine：

RITM）とわが国の東北大学が協働して、フィリピンにおける小児肺炎の病因・疫学の全体像

の解明、小児肺炎の重症化因子の詳細な解析、及びそれに基づいた効果的な治療・予防策の検

討を行うことを目的として実施している。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

小児肺炎に起因する死亡率の低下 

 

(2) プロジェクト目標 

小児肺炎の病因、疾病負担、リスク要因が明らかになり、小児肺炎による死亡を低減さ

せるための有効な介入が確認される。 
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(3) 成果 

1) 選定されたサイトで小児肺炎・呼吸器感染症の病因が測定される。 

2) 選定されたサイトで小児肺炎による疾病負担が測定される。 

3) 小児の重症肺炎のリスク要因が同定される。 

4) 小児肺炎による死亡を減少させるための介入が評価される。 

5) 小児肺炎対策戦略の改善・刷新のため、研究成果が発表される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

1) 日本側 

・ 専門家派遣：JICA 専門家：延べ 3 名（業務調整）（2011 年 9 月 26 日～2013 年 2 月 7

日、2013 年 2 月 12 日～2013 年 6 月 11 日、2013 年 6 月 2 日～2015 年 6 月 1 日）、そ

の他の専門家（研究者）：延べ 34 名〔うち、6 名は JST 経費負担（2011 年 4 月～2011

年 6 月）〕 

・ 機材供与：総額（円）：約 1.14 億円、内容：血液酸素飽和度測定器、血圧計、電子体

温計、聴診器、検耳鏡等の医療機器。リアルタイム PCR システム、サーマルサイクラ

ー、凍結乾燥機、安全キャビネット、オートクレーブ、CO2 インキュベーター、ディ

ープフリーザー等の研究関連機器。実験試薬、図書、PC、他 

・ 研修員受入：疫学に関する研究、非定型肺炎の診断方法、呼吸器感染症起因ウイルス

分離方法等に計 4 名を派遣 

・ 在外事業強化費：34,590 千円（2011 年 4 月～2013 年 3 月末まで） 

・ その他：検査及びフィールド活動スタッフ雇用：48 名（51,133 千円）（2011 年 4 月～

2013 年 3 月末まで） 

2) フィリピン側 

・ カウンターパート（Counterpart：C/P）の配置：合計 20 名〔RITM より 17 名、東ビサ

ヤ地域医療センター（Eastern Visayas Regional Medical Center：EVRMC）、ビリラン州

立病院（Biliran Provincial Hospital：BPH）、パラワン病院（Ospital ng Palawan：ONP）

より各 1 名〕 

・ RITM 内事務スペース及び倉庫 

・ RITM 内研究スペース（微生物学ラボ、ウイルス学ラボ及び分子生物学ラボ） 

・ EVRMC、BPH 及び ONP 内プロジェクト専用検査室スペース 

・ 安全キャビネット、インキュベーター、撹拌機、循環流動層焼却炉等、研究に必要な

既存の機器類 

・ 水道光熱費（金額算定不能） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

団長・総括 牧本 小枝 JICA 人間開発部 保健第二グループ保健第三課 課長 

協力企画 阿部 将典 JICA 人間開発部 保健第二グループ保健第三課 職員 

評価分析 井上 洋一 (株) 日本開発サービス 調査部 主任研究員 

感染症対策 倉田 毅 
SATREPS JST 研究主幹 

（国際医療福祉大学 塩谷病院 教授）（オブザーバー） 

計画・評価 佐藤 雅之 
JST 地球規模課題国際協力室 上席主任調査員 

（オブザーバー） 
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調査期間 2013 年 9 月 10 日～9 月 25 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) 成果 1 

病因研究における検査体制については、一般血液検査、細菌培養検査はセンチネル・サ

イトの検査室で行い、同時に検体を RITM に輸送しウイルス検査を行えるようにフィリピ

ン国内のネットワークが構築され、中間レビューまでに検体採取から輸送、ラボでの解析、

データの分析等の一連のシステムが確立したことが確認された。 

RITM においてはウイルス学的検査によって原因ウイルスの分析が進んでいるが、RITM

を含む 4 つの拠点での細菌学的分析について、各サイトで細胞培養検査を実施している。

しかしながら、これまで培養を行うための CO2 インキュベーター等の研究機器や設備の安

定した電源を確保するためのジェネレーター設置の遅延があり、停電の多い地方サイトで

の細菌学的検査の本格稼働が大きく遅れた。参考としての細菌学的分析1結果では百日咳菌

PCR 法により検出されているものの、全体的に細菌培養の陽性率は低い。これは、約 40％

の患児が何らかの理由により入院前の抗生物質の投与を受けており、採取された血液中か

らの細菌培養の陽性率に一定の影響を及ぼしている可能性が明らかとなった。他方、ウイ

ルス学的検査では、臨床的に肺炎と診断された患児の呼吸器検体から RS ウイルスが約

30％検出されている。このことから、中間レビューまでに、フィリピンにおける小児肺炎

の原因として RS ウイルスを中心としたウイルス感染の重要性が強く示唆されたとの知見

が得られている。 

 

(2) 成果 2 

中間レビュー時点では、疾病負荷研究サイトをビリラン州に絞り、そこでの小児肺炎の

死亡率に及ぼすインパクトを低下させる介入研究を視野に入れたフィールド調査が進行中

である。2012 年の迅速調査の結果では、肺炎による死亡への寄与は限定的であったが、逆

に重症肺炎の発生率が高いことが明らかとなった。  

コホート調査による疾病負荷研究は迅速世帯調査を踏まえて実施されることが想定され

ていたが、引き続いて実施されるコホート研究の実施が遅延している。プロトコル作成に

係る関係者間の協議や、審査委員会（Institutional Review Board：IRB）による倫理審査、

コホート研究実施に必要な合意覚書（Memorandum of Agreement：MOA）の締結にも一定

の時間を要したが、中間レビュー時点では、これまで得られている病因分析結果及び迅速

調査の結果を踏まえてコホート調査の実施プロトコルが作成されている。 

 

(3) 成果 3 

上述した要因によりコホート調査の開始が大きく遅延したことから、中間レビュー時点

で十分なエビデンスを有する小児重症肺炎のリスク要因の同定には至っていないものの、

死亡例の患者情報解析など予備的な解析は既に開始されている。プロジェクトでは残りの

プロジェクト期間を考慮し、これまで得られている病因分析や迅速調査の分析結果を基に、

                                                   
1 培養のための CO2 インキュベーターが停電により室温培養となっている可能性が否定できず、信頼性を担保できないことか

ら、現在まで得られている細菌学的検査結果は参考情報としてのみ使用される。 
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コホート調査を準備している。 

 

(4) 成果 4 

2012 年に実施された地域での迅速世帯調査の結果から、地域の小児肺炎リスク及び受診

行動の概要をつかんだ。また、プロジェクトはコホートの開始前に一斉世帯調査（センサ

ス）を実施するとともに、地域の一次保健システムの状況を多角的に評価した。 

プロジェクトでは、現在の進捗状況、残りのプロジェクト期間を考慮し、上述した分析

結果を基礎的なデザインのためのデータとして利用し、2014 年中の介入研究開始に向けて

プロジェクトチームで調査デザインが開始されている。介入効果をより精度高く測定する

ためには、介入期間を少なくとも肺炎流行 2 シーズン確保することが必要であることから、

プロジェクトは、現在の介入研究のデザインをコホート調査の結果を随時解析することに

より微調整し、できるだけ早い介入研究の実施をめざしている。 

 

(5) 成果 5 

以下に示す指標の達成度のとおり、研究成果の共有のための年次報告会、対象サイトで

のフィードバックフォーラムも開催されている。また、これまでの研究成果も国際誌に 2

件発表し、国内外の学会発表もなされている。今後も、コホート調査や介入研究の結果を

基に、多くの学術論文の発表や学会発表も期待される。 

 

(6) プロジェクト目標 

「成果の達成度」で示したとおり、これまでにセンチネル・サイトで得られた小児肺炎

患者からのウイルス同定及び遺伝子学的解析結果等の個別のエビデンスが得られているも

のの、プロジェクト全体の進捗としては約 1 年の遅延が確認されている。これに伴い、本

プロジェクトで最も重要なエビデンスに基づいた介入研究に関してもプロジェクト期間内

で確保できる介入期間が制限される可能性が高い状況である。 

これに対してプロジェクトは、より効率的な研究活動に向けて中間レビュー以降のプロ

ジェクト活動計画を練り直し、プロジェクト期間内にできるだけ高いエビデンスを得るた

めに取り組みを強化している段階である。  

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

中間レビュー時点でのプロジェクトの有効性は中程度である。 

2008 年 12 月に実施された事前評価で確認されたフィリピン保健政策及びターゲットグ

ループのニーズ、わが国の援助方針とプロジェクト目標の一致性に関して、本プロジェク

トの妥当性を損ねるような政策の変更やニーズの変化等は認められず、その一致性は中間

レビュー時点においても維持されている。 

 

(2) 有効性 

終了時評価時点でのプロジェクトの有効性はおおむね高いと考えられるが、有効性維持

のためのメカニズムをより強化する必要がある。 
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ウイルス学的病因研究はおおむね順調に進捗しており、いくつかのエビデンスも得られ

ているが、検査施設環境整備の遅れにより、細菌学的研究は参考情報としてのいくつかの

知見は得られているものの、詳細な研究は十分に実施できていない状況である。また、フ

ィリピン側倫理委員会の承認手続きに一定の時間を要したことから、中間レビュー時点に

おいて当初予定から全体的に 1 年程度の遅延が発生していることから、コミュニティでの

小児肺炎のリスク要因分析と、分析結果に基づいた介入方法の決定等、中間レビュー時点

で予定された研究成果は得られていない。しかしながら、病因研究や迅速調査等で対象地

域での肺炎の原因病原体やリスク要因の概要はおおむね把握できている。中間レビュー以

降、直ちにコホート調査が開始される予定であるが、プロジェクトはコホート調査と並行

して前述の調査結果等に基づいて介入方法の具体的な検討を開始し、コホート調査の結果

を随時確認しながら介入方法の最終化を行うことで、残りのプロジェクト期間で得られる

エビデンスレベルを損なわないよう効率的な活動の実施を計画している。 

C/P への技術移転に関しては、これまでに多くの研究・診断技術が移転され、中間レビ

ュー時点で移転された技術を自立的に維持できるレベルに到達している。特に、ウイルス

学的検査技術に関して、hMPV や C 型インフルエンザウイルス、EV68 がフィリピンで初

めて分離されたなど、国家リファレンスラボ機能向上との側面でも技術移転の成果が確認

されている。細菌学的検査についても、プロジェクトは 2 つのセンチネル・サイトで非定

型の細菌検出のための分子診断技術を促進・支援してきた。疫学的解析技術に関しても、

空間解析技術など高度な疫学分析が可能となっている。 

 

(3) 効率性 

いくつかの内外の要因により研究活動の円滑な実施に負の影響が生じたため、プロジェ

クトの効率性は中程度である。 

業務調整員の赴任がプロジェクト開始後 5 カ月後となり、プロジェクトによるスタッフ

雇用プロセスが遅れたことや、地方サイトにおける停電対策用ジェネレーター配線工事の

遅れ、プロジェクト内でのフィールド調査デザイン/内容にかかわる協議、施設内倫理委員

会からの研究承認、研究実施にかかわる MOA 署名等の影響により、中間レビュー時点に

おいてプロジェクトの研究活動がおおむね 1 年遅延している。それぞれの問題が生じた段

階では適宜関係者間で対応策について協議されており、研究成果や進捗に関する関係者間

の情報交換は定期的に行われたことから、進捗のモニタリングとしてはおおむね適切に実

施されてきたと考えられる。しかしながら、結果的に中間レビュー時点でプロジェクト活

動の大きな遅れが生じていることから、プロジェクトだけでなく JICA 等の外部関係者も

交えて遅延回避に向けたより強力な対応をタイムリーに実施する必要があったものと考え

られる。 

「有効性」の項で示したとおり、プロジェクトでは可能な限りエビデンスレベルを損な

わないよう中間レビュー以降の研究活動の実施計画の変更を検討している。それに伴い、

いくつかの研究要素がオーバーラップして実施され、人員や予算の配分を変更する必要性

もあることから、より綿密なプロジェクト活動の工程管理が求められる。 
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(4) インパクト 

プロジェクトの実施によって、以下に示す正のインパクトが確認または期待されている。 

本プロジェクトは、「小児肺炎に起因する死亡率の低下」を上位目標として設定している。

この実現のためには、本プロジェクトで小児肺炎による死亡率を低下させるための有効な

介入が確認され、それが保健省（Department of Health：DOH）によってフィリピンの感染

症対策に活用されることが必要である。しかしながら、中間レビュー時点ではコホート調

査が始まるところであり、介入研究の実施はプロジェクトの終盤に予定されている。また、

プロジェクトで提示する介入が保健省に採用されるか否かについては、それがどの程度の

エビデンスレベルを有し、かつ、実現可能性のあるものであるかに依存するものである。 

他方、フィリピンの小児肺炎におけるウイルス感染症の重要性など、これまでにも小児

肺炎に対する科学的知見は既に得られている。プロジェクトの目標としては肺炎の重要化

を抑制する介入のエビデンスを得ることが達成指標として想定されるが、コホート調査や

介入研究で得られるデータセットは多角的な分析を行うことによって、多くの個別のエビ

デンスがプロジェクト期間終了後まで得られることが期待できる。 

 

(5) 持続性 

プロジェクトによって生み出された便益の自立発展、自己展開は中間レビュー時点にお

いても一定程度見込まれる。 

本プロジェクトではその目標として小児肺炎による死亡を低下させるための有効な介入

に関するエビデンスを得ることである。この成果を基に、本プロジェクトは将来的に実際

の小児肺炎に起因する死亡率の低下を上位目標として設定している。このためには、本プ

ロジェクトで得られた介入方法が実際にフィリピンの小児肺炎対策に取り入れられること

が必要である。当然、対策として取り入れられるためには、得られた成果（介入）の有効

性や実現可能性がどの程度であるかに左右される。したがって、プロジェクト期間終了後、

成果をどのように活用していくか、プロジェクトは保健省等の関係機関と協議を開始する

とともに、実際に特定の介入方法を導入することとなった場合を念頭において、保健省等

に提示する改善介入パッケージには介入の運用ガイドだけでなく、必要な資機材や人員等

のコスト分析等も含められることが望ましい。 

技術的持続性の観点では、RITM は原因病原体の分離、同定の技術は既に獲得している。

これに加えて、RITM はコホート調査などのフィールド調査のノウハウ、経験を既に有し

ている。中間レビュー以降はコホート調査と介入研究が予定されており、これらの調査活

動を通じて RITM、JICA 専門家（研究者）の技術は一層強化されることが見込まれる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

計画内容に関するプロジェクトの促進要因は終了時評価時点までに確認されていない。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

プロジェクト雇用スタッフによる迅速世帯調査やセンサスの実施の際に、町保健所

（Rural Health Unit：RHU）は管轄地域の世帯情報を提供したり、遠隔地域でもインタビュ
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ー調査に同行したりとフィールド活動の実施に協力しており、正確かつ迅速な調査の実施

に大きく貢献したことから、本プロジェクトの効率性に対する促進要因として整理される。 

 

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 

計画内容に関するプロジェクトの有効性の促進要因は終了時評価時点までに確認されて

いない。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

これまで示してきたような内外の遅延要因は、プロジェクトの円滑な実施や成果創出に

大きな負の影響を及ぼしており、効率性に対する阻害要因として整理される。 

 

３－５ 結論 

これまでに原因病原体の分離、同定など高度な診断技術が RITM へ移転されており、フィリ

ピンの小児肺炎におけるウイルス感染症の重要性など、小児肺炎に対する科学的知見は既に得

られている。今後予定されているコホート調査や介入研究で得られるデータセットは多角的な

分析を行うことによって、多くの個別のエビデンスがプロジェクト期間終了後まで得られるこ

とが期待できる。 

しかしながら、病因研究やコミュニティレベルでの疾病負荷、肺炎重症化のリスク要因分析

は約 1 年の遅延が確認されており、これに伴い、エビデンスに基づいた介入研究に関してもプ

ロジェクト期間内で確保できる介入期間が制限される可能性が高く、プロジェクトの目標であ

る肺炎の重要化を抑制する介入のエビデンスを得ることが達成できるかを現時点で予測するこ

とは難しい。 

残り期間内で所定の目標を達成するためには、段階を追って進める予定であった研究を一定

程度同時並行的に行うよう詳細計画を見直し、関係者間での協力による入念な準備を開始する

とともに、問題事項への対処を関係者で協力して取り組む進捗管理が必要である。また、デー

タの解析をフィリピン・日本国側双方の研究者の共同作業により行うことにより双方の能力を

高め、フィリピン保健省や WHO、UNICEF などの関連ドナーにしっかり発信していくことが重

要である。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

・ プロジェクト、ONP、JICA は、ONP の細菌検査結果が科学的根拠として使えるようにす

るために、ジェネレーター配線工事を一刻も早く完了すべきである。 

・ 病因研究における細菌検査の今後の方向性について、ワーキンググループ A（病因研究）

を中心に、プロジェクトは予算の制約等を考慮しながら、取り組みの度合いを検討すべき

である。 

・ プロジェクトは保健省等に対して、介入方法のみならず、モニタリング方法、必要な資機

材、コストも含めた、実現可能性を含めた形で介入パッケージを提示すべきである。 

・ プロジェクトは、介入研究のアプローチを検討するにあたり、想定されている介入にかか

わっている関係者からより積極的に情報収集し、決定にあたり、保健省と十分協議すべき
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である。JICA は、母子保健事業の関係者等との意見交換を促進すべきである。 

・ プロジェクトは、2 カ年にわたる各年の肺炎流行シーズンをとらえた介入研究をいち早く

行う以下の対応を行うべきである。 

－ より詳細な工程表の作成（2013 年 10 月まで） 

－ 関係者への工程表の共有と実施 

－ コホート調査の迅速な実施 

－ コホート調査を踏まえた介入研究デザインの必要に応じた見直し 

・ プロジェクトは投入の適切な配分について、研究活動の優先性や JICA 専門家の業務内容

等に考慮し検討すべきである。 

・ RITM はフィリピン側関係者及び JICA 専門家らと協議のうえ、プロジェクト終了後の

RITM 及びセンチネル・サイトへ供与した機材の活用について、2014 年 3 月までに計画す

べきである。 

・ プロジェクトは調査団が提案した PDM 改訂案について、プロジェクトの残りの期間の活

動工程が決定次第、改訂し、2014 年 4 月頃に予定されている JCC で承認を得るべきである。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

・ 本プロジェクトのデザインは、病因研究（成果 1）と疾病負荷研究（成果 2）をインタラク

ティブに並行実施し、それらの結果を用いて重症化因子を同定し（成果 3）、介入研究の実

施（成果 4）とつながっていくものである。したがって、ある過程に遅延が生じた場合は、

全体的なプロジェクトの進捗にも影響が及ぼされるものである。特定の活動に遅延が生じ

た際にはプロジェクトは各問題について JICA を含む関係機関と適宜対策について協議を

行ってきたが、結果として中間レビューで約 1 年の遅延を生じる結果となった。 

このように、プロジェクト目標達成に向けて成果が直列的につながっているようなプロジ

ェクトデザインとなっている場合は、プロジェクト活動で 1 つの過程が滞ったことにより

全体の進捗が阻害される可能性があるため、大きな遅延が危惧された場合は、問題解決に

向けてできるだけ早い対応を行う必要がある。 

・ 機材供与や検査室設置にあたり工事が発生する場合など、研究者・業務調整員・JICA 事務

所では対応できない技術的な事項があるので、日本人コンサルタントを設計段階で派遣し

問題を事前に確認するなどすることが必要である。 

 

 

 

 




