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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ベトナム社会主義共和国 

 

案件名：薬剤耐性細菌発生機構の解明と対策モデルの開発プ

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（地球規模課題国際科学技

術協力） 

所轄部署：人間開発部 

保健第二グループ保健第二課 

協力金額：3.0 億円（R/D 締結時） 

 

 

協力期間 

（R/D）： 

2012 年 3 月 11 日～

2017 年 3 月 10 日 

先方関係機関：国立栄養院（NIN）、ニャチャン・パスツール

研究所（PINT）、ホーチミン市公衆衛生院

1
（IPH）、タイビン

医科薬科大学

2
（TBUMP）、カントー大学（CTU）、ビンディ

エン卸売市場（BDWMC） 

日本側協力機関：大阪大学 

他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

近年、医療及び畜水産分野における抗菌剤の濫用を背景に、多くの抗生物質に耐性を示す薬

剤耐性細菌が出現しており、難治性の感染症を引きおこす恐れがあるとして脅威が高まりつつ

ある。さらに、人の移動及び農水産物の世界的流通拡大に伴い、これら薬剤耐性細菌の国境を

越えた拡散も懸念されることから、薬剤耐性菌の発生・拡散防止には、地球規模での対応が必

要となっている。ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）においても、紅河デル

タ地域の農村部での調査では、糞便検体の 33％から基質特異性拡張型β−ラクタマーゼ

（Expanded-Spectrum Beta-Lactamase：ESBL）

3
 産生薬剤耐性腸内細菌が検出されたことが確認さ

れており、農村部家畜飼育環境における薬剤耐性細菌蔓延の可能性が示唆されている。また、

別調査でも国民（健常者）の 42％が薬剤耐性細菌を保菌していることが報告されるなど、ベト

ナムは他国との比較においても高い薬剤耐性細菌の保菌率及び拡がりをみせており、その状況

は今後更に深刻化することが懸念されている。 

ベトナム保健セクターの基本政策「保健セクター開発 5 カ年計画（2011～2015 年）」では、食

品安全衛生に関する取り組みを強化することがうたわれており、具体的には検疫体制及び検疫

関係者の能力を強化することなどが挙げられている。また、「保健システム開発マスタープラン

（2010～2020 年）」において、感染症対策を重点項目として取り組むことが挙げられている。

ESBL 産生自体は非病原性であるが、このような薬剤耐性にかかわる遺伝特性が他の病原性を有

する細菌に移行すると抗生物質による感染症治療に大きな打撃を与えることから、ESBL 産生細

菌は現れつつある地球規模の脅威として認識される。以上の背景から、ベトナムにおいて、薬

剤耐性細菌の拡散状況把握とその拡大抑制に資する研究実施の必要性が高まっている。 

                                                        
1 2014年6月に名称がホーチミン市公衆衛生医療院から変更。 
2 2013年に名称がタイビン医科大学から変更。 
3 β−ラクタム系（ペニシリン系、セファロスポリン系、カルバペネム系）抗生物質を特異的に加水分解する酵素をβ−ラクタマ

ーゼといい、従来のβ−ラクタマーゼよりも多くの基質（抗生物質）を分解できるもの（第3世代セファロスポリン系抗生物

質を分解できるもの）を基質特異性拡張型β−ラクタマーゼという。 
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これを受けて、JICA は食品安全分野の強化及び感染症の流行防止に研究の側面から協力する

ことを目的とし、地球規模課題対応国際科学技術協力（Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development：SATREPS）の枠組みのもと、上述の日本及びベトナム側

の研究体制で「（科学技術）薬剤耐性細菌発生機構の解明と対策モデルの開発」（以下、「本プロ

ジェクト」と記す）を 2012 年 3 月から 2017 年 3 月までの 5 年間の予定で実施中である。 

今回実施の中間レビュー調査では、本プロジェクトの目標達成度や成果等を分析するととも

に、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、合同評価報告書に取り

まとめ、合意することを目的とする。 

 

１－２ 協力内容 

薬剤耐性細菌発現機構の解明やその監視に資する共同研究を実施するとともに、共同研究を

通じてベトナム研究機関の研究能力強化をめざす。 

    

（1）プロジェクト目標 

多剤耐性菌を継続的にモニタリングするための研究能力が強化される。 

 

（2）成果 

1）ベトナムにおける多剤耐性菌の広域拡散メカニズムが微生物学、薬学、人類学的視点

から解明される。 

2）食品生産現場から消費までの過程を網羅した（残留）抗生物質及び抗生物質耐性菌の

モニタリングシステムが構築される。 

3）対象研究機関において食品安全モニタリングに関係する研究者及び技術者が育成され

る。 

 

（3）投入（評価時点） 

1）日本側 

専門家派遣：長期専門家 1 名（業務調整）、短期専門家延べ 184 名 

機材供与：次世代シークエンサー、リアルタイム PCR システム、高速冷却遠心機、バ

イオアナライザ、全自動細菌検査装置など 

ローカルコスト負担：約 39,286 千円 

研修員受入：17 名 

2）ベトナム側 

カウンターパート（Counterpart：C/P）配置：23 名（NIN 計 6 名、TBUMP 計 5 名、

PINT 計 5 名、IPH 計 4 名、CTU 計 3 名、BDWMC 計 4 名） 

土地・施設提供：NIN、IPH、TBUMP、CTU、PINT 内プロジェクト事務スペース及び

上述の 5 研究施設と BDWMC 内研究・検査スペース及び施設 

ローカルコスト負担：約 3,450 千円 
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２．評価調査団の概要 

 調査者 担当分野 氏 名 所 属 

団長・総括 金井 要 JICA 人間開発部 技術審議役 

評価企画 新田 桃子 JICA 人間開発部  保健第二グループ保健第三課 主任調

査役 

評価分析 井上 洋一 ㈱日本開発サービス 調査部 主任研究員 

感 染 症 対

策 

北 潔 東京大学大学院医学系研究科 教授 

（SATREPS 科学技術振興機構（JST）研究主幹） 

計画・評価 佐藤 雅之 JST 国際科学技術部 地球規模課題国際協力グループ 

上席主任調査員 

計画・評価 新谷 靖 JST 国際科学技術部 地球規模課題国際協力グループ 

主任調査員 

調査期間  2014 年 7 月 13 日〜2014 年 8 月 7 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 

5 つの地域（ハノイ、タイビン、ニャチャン、ホーチミン、カントー）で耐性菌の検出と

その性状並びに残留抗生物質の検出同定のための調査研究を日本−ベトナム研究機関が共

同で実施し、健常人の ESBL 産生細菌の高い保有率（約 60％）や食品の消費段階では汚染

状況（約 90％）、食品中残留抗生物質の検出率（約 10％）と残留抗生物質の特定が行われ、

ベトナムの ESBL 産生細菌蔓延や残留抗生物質の現状に関する知見が得られている。また、

このような現状を惹起する要因について人類学的観点からの分析も実施され、対策がとら

れるべきいくつかの主要なポイントが明らかとなりつつある。  

他方、保健省（Ministry of Health：MOH）からのプロジェクト承認を取得するのに予想以

上の時間を要し、他のプロジェクト運営管理上の問題も相まって、一部の研究の実施が遅

延した。しかしながら、プロジェクトは他の活動に重点を置いて研究を進めるなど、プロ

ジェクト全体の遅延を最小にするような配慮を行った。また、これらの遅延はおおむね取

り戻せることが見込まれていることから、成果 1 にかかわる研究活動はおおむね計画どお

りに進捗していると考えられる。 

 

（2）成果 2 

2013 年に ESBL 産生大腸菌の分離並びに性状解析の検査マニュアルを世界標準化機構

（International Organization for Standardization：ISO）の規格に準拠して 日本側研究機関がベ

トナム側研究機関と共同して作成し、さらに、このマニュアルを基盤として耐性菌モニタ

リングに必要な運用方法（報告書の記載内容やフォーム、データベース化に必要な項目等

を含む）を決定した。2014 年 6 月からマニュアルに基づいたモニタリングが開始さている。 

今後はモニタリングシステムの運用性を検証し、マニュアルを含めたモニタリング方法

の改善を予定しており、おおむね当初計画どおりに成果 2 にかかわるプロジェクト活動は

進捗している。 
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（3）成果 3 

ベトナム人研究者は、細菌の分離・同定、食品中の化学物質等の検出、疫学研究等に関

する基本技術や知識・経験を有していたが、ベトナム人研究者と日本人研究者が協力して

プロジェクトの研究作業を行うことを通じて実験操作技術・知識が更に向上するとともに、

研究に対する姿勢や効率的な研究活動の運営に対しても向上が認められている。他方、本

邦研修や国内研修の参加者は研修報告会の実施や実地訓練（On-the-Job Training：OJT）を

通して知識・技術の共有に努めており、中間レビュー時点でもベトナム人研究者、実務者

の人材育成、組織機能強化は一定程度図られている。 

しかしながら、日本人研究者のベトナム渡航に関する時間的制約等により、必ずしも共

同で実験結果の取りまとめや分析、データの考察（解釈）を行う時間・機会が確保されて

いない状況も確認されている。 

 

（4）プロジェクト目標 

成果の達成度で示したとおり、プロジェクトの研究活動は一部の研究内容以外はおおむ

ね計画どおりに進められており、これまでの基礎的研究での成果も得られている。これら

の研究成果は日本だけではなく国際学会でも発表されており、優秀発表賞を受賞する研究

成果もあることから、薬剤耐性菌研究に正のインパクトが期待できる。ベトナム国内での

共同研究や研修会等でベトナム側の人材育成、組織機能強化も図られている。現時点でプ

ロジェクト目標達成見込みを予測することは困難であるが、中間レビュー時点でのプロジ

ェクト全体の進捗としては、おおむね妥当であると考えられる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

プロジェクトの妥当性は中間レビュー時点でも高く維持されている。 

食品安全や感染症対策にかかわるベトナムの基本政策、日本の援助方針に変更はない。

特に、保健省管轄のベトナム食品局（Vietnam Food Administration：VFA）が 2013 年より 7

カ所の国立研究機関で食品安全モニタリングを ISO の規格に準拠して開始した。これに加

え、プロジェクト開始後の 2014年 6月に薬剤耐性対策のための行動計画（No. 2174/QD-BYT）

が保健省より発表され、様式や基準を含む検査プロトコルの開発、運用方法の決定、薬剤

耐性に係る研究機能や人材の強化などが具体的な取り組みとして示されている。他方、薬

剤耐性菌について一部の専門家以外（生産者や販売者、消費者）は、全く無知な状態か、

意識しない状態にあり、畜産業にかかわる獣医でもこのような例がみられることがプロジ

ェクトの人類学的分析により明らかとなっている。このように、プロジェクトは保健省が

上述の政策決定の具体的な実施を直接支援するものであるとともに、ベトナムの住民のニ

ーズに適うものであることから、本プロジェクトの目標はベトナムの政策やニーズに合致

するものであると考えられる。 

実施方法の適切性に関して、薬剤耐性細菌の発現やその伝播、蔓延するメカニズムはさ

まざまな要因が複雑に相互作用しており、その対策には学術的、政策的に分野横断的な取

り組みが必要である。それに対応し、本プロジェクトでは病原体の側面（細菌学）、抗生物

質の側面（薬学）、社会文化的側面（人類学）の研究を有機的に統合させ、根拠に基づいた



 

v 

政策提言と研究成果の社会実装をめざすようにデザインされている。また、プロジェクト

では直接的な裨益をめざすにあたり、抗生物質耐性細菌と残留抗生物質のモニタリングを

行っているが、微生物学、薬学、人類学分野の研究から得られた知見、エビデンスに基づ

いてこのモニタリング方法が改訂される見込みである。このような複合的アプローチは、

将来の社会実装を強く意識したものといえる。 

 

（2）有効性 

中間レビュー時点でのプロジェクトの有効性はおおむね高い。 

研究の側面では予定された研究はおおむね順調に進捗し、これまではベトナムの抗生剤

耐性細菌や残留抗生物質にかかわる状況を正確に把握するための 1 次解析、基礎的な状況

解析が主眼であったものの、微生物学、薬学、人類学のそれぞれで有用な研究成果が得ら

れている。中間レビュー以降は抗生物質耐性発現機構の解明に向けてより高度な解析に移

行される予定であることから、プロジェクト期間終了までに多くの新知見、エビデンスが

得られることが大いに期待できる。しかしながら、保健省からのプロジェクト承認が 2014

年 1 月となったことや他のプロジェクト運営管理上の問題により、医療施設からの患者検

体の入手や日本への検体移送が必要な高次解析の実施に一定の遅れが認められている。プ

ロジェクトではこれらの遅れをプロジェクト期間終了までに取り戻せると考えているが、

各研究テーマの結果を複合的に解析、考察することを考慮すれば、活用できる時間を十分

に考慮した綿密な計画管理を行うことが求められる。 

他方、プロジェクトはベトナム・日本国側双方の研究者の育成を意識してプロジェクト

運営を行っており、国内外の長期・短期研修を通じて人材育成が図られている。また、ベ

トナム国内での共同研究作業を通してベトナム人研究者の能力は一定程度向上していると

認められるが、日本人研究者のベトナム渡航に関する時間的制約等により、必ずしも共同

で実験結果の取りまとめや分析、データの考察（解釈）を行う時間・機会が十分確保され

ていない状況も確認されている。中間レビュー以降はより高度な研究へと深化する予定で

あることから、ベトナム側の研究能力は更に向上することが期待されるが、研究成果の抄

出創出、人材育成・組織機能強化の両面において、より緊密なコミュニケーション、共同

作業が実施されることが求められる。 

 

（3）効率性 

内部要因により効率的なプロジェクトの運営管理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。 

プロジェクト開始当初は関係機関間の連絡調整や共通認識の確立に一定の時間と労力を

要し、一部の研究活動に遅れが生じた。これらのことは、時間資源の有効活用の観点では、

本件はプロジェクトの効率性を一定程度損なったものと考えられる。しかしながら、中間

レビュー時点ではベトナム側、日本側のプロジェクト運営管理体制は確立し、おおむね適

切にプロジェクトの研究活動が進捗している。 

プロジェクトでは、ベトナム側研究機関の既存の研究検査機器を最大限活用して研究活

動を行っている。必要な研究に不足する研究機器、機材はベトナム側研究機関に供与され

たが、すべての機器が有効にプロジェクト成果達成のために活用されている。また、本邦
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研修や国内研修の参加者は研修報告会の実施や OJT を通して知識・技術の共有に努めてい

る。これにより、研修を通じて研究機器、検査機器の機能の理解が深まり、研修を通じて

獲得したノウハウを他の研究へ適用することへの関心が高まっている。 

 

（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。 

これまでの基礎的な研究からも重要な知見がいくつか得られているが、科学的エビデン

ス創出のためのより高度な研究や各研究テーマの複合的な解析は中間レビュー以降に予定

されていることから、現時点で期待できる成果が得られるかを正確に予測することは困難

である。とはいえ、プロジェクトは研究成果の社会実装に向けた準備を開始しており、ベ

トナム側研究機関主導の下、2015 年 3 月までにフード・チェーンにおける抗生物質耐性細

菌に関する第 1 回ワークショップを計画しており、プロジェクトでモニタリングを担当し

た機関だけでなく、保健省や農業農村開発省、商工貿易省、ほか食品安全、感染症対策の

関係者の参加を募る予定である。保健省は根拠に基づいた政策策定やサーベイランス機能

の強化、人材育成の推進を表明していることからも、プロジェクトの成果の将来の社会実

装に向けた準備は一定程度見込まれる。 

このほか、プロジェクトを通して確認、期待される正のインパクトとして、①実験的キ

ャリアとしての ESBL 産生大腸菌保菌マウスモデルの作製、②ベトナム側研究機関のネッ

トワーク構築、③ビンディエン卸売市場（Binh Dien Wholesale Market Company：BDWMC）

の食品品質管理業務の向上、が挙げられる。 

 

（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。 

妥当性の項でも示したとおり、ベトナムにおける感染症対策の枠組みのなかの食品安全

管理に関する政策的重要性は維持・強化されており、本プロジェクト終了後も継続される

ことが見込まれる。他方、本プロジェクトは将来の社会実装を強く意識した SATREPS の枠

組みで実施されており、プロジェクトの研究成果が抗生物質耐性細菌対策にかかわる政策

策定や効果的なモニタリングを行うことに貢献することをめざしている。これに対し、プ

ロジェクトは既に保健省やその他の関係機関との情報共有を行っているが、中間レビュー

以降は将来の社会実装に向けたより具体的な協議が行われることが求められる。 

本プロジェクトの成果の 1 つとして、微生物学、薬学、人類学による研究成果が複合的

に統合され、1 つの包括的な報告書として取りまとめられる予定である。報告書には対策へ

の提言、提案も含まれる予定であるが、実際の適用を念頭に可能なものに関しては提言、

提案の内容のコスト分析も併せて実施されることが求められる。薬剤耐性菌モニタリング

システムに関しては、財政的なシステムの持続性や効率的なモニタリング活動を考慮し、

プロジェクトは既存の食品安全モニタリングシステムへの統合を想定しており、財政的持

続性を高めるような方針をとっていることから、財政的持続性は一定程度期待できる。 

他方、人材育成に関して、短期・長期研修や技術研修会、実験室での共同作業を通じて

基本的な研究技術や知識は一定の向上が認められる。しかしながら、ベトナム側研究機関
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全体の底上げを行うには、解析データの解釈や考察を膝をつき合わせて実施する時間をよ

り多く確保することが求められる。これが実現すれば、ベトナムの食品安全や感染症対策

が将来大きく向上することが期待できる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

日本側研究者のベトナムでの研究活動時間に制限はあるものの、双方の研究者は熱心に

研究活動に取り組んでいる。日本人研究者とベトナム側若手研究者との間で言語の障壁に

よりコミュニケーションが困難な状況があったが、双方が完全に理解するまで忍耐強くコ

ミュニケーションをとるなどの努力を継続しており、このような努力はプロジェクトの有

効性を高めたと考えられる。 

他方、プロジェクト開始当初は多くの関係機関の調整や共通認識を得ることに問題が生

じていた。これに対し、JICA 及び JST が JCC メンバーとして協力して調整・仲介を行った

ことにより、状況が大きく改善している。プロジェクトの前半の効果的なタイミングでこ

うした JCC メンバーが調整を行ったことが、適切なプロジェクト運営に貢献したといえる。 

 

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 

特になし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

保健省によるプロジェクト承認が 2014 年 1 月となったことが他のプロジェクト運営管理

上の問題と相まって、それまでの期間に予定していた研究活動の実施が遅延した。このこ

とはプロジェクトの計画に基づいた成果創出に負の影響を一定程度及ぼしたことから、有

効性、効率性に対する阻害要因として整理される。 

 

３－５ 結論 

これまで示してきたとおり、プロジェクトは開始当初、プロジェクトの進め方に関する共通

認識や多くの関係機関間のコミュニケーション・連絡調整に問題が生じ、一部の研究活動に遅

れが生じた。しかしながら、中間レビュー時点ではベトナム側研究機関内、日本側研究機関内、

ベトナム−日本間のプロジェクト実施体制はおおむね確立し、予定された研究活動もプロジェク

ト期間内には完了できることが見込まれる。これまでのプロジェクトの取り組みによりいくつ

かの重要な知見や研究成果も得られており、ベトナム側研究者の人材育成も進んでいることか

ら、中間レビュー時点での研究の進捗、人材育成の両面での到達度としては妥当であると考え

られる。 

これらのことから、達成度評価に使用した 5 項目評価、特に中間レビューでの重点評価項目

である妥当性、有効性、効率性については、妥当性及び有効性についてはおおむね適切な達成



 

viii 

状況であったが、プロジェクト開始当初の問題は一定程度、効率性に負の影響を及ぼした。 

 

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） 

（1）中間レビュー以降は、抗生物質耐性細菌発生機構の解明とサーベイランスモデルの構築

に向けたより高度な研究へと深化するとともに各研究成果の複合的な分析を行いつつ、将

来の研究成果の社会実装に向けた取り組みも並行して行うことになる。したがって、プロ

ジェクトは関係機関がプロジェクトの方向性について明確なビジョンを共有し、それに向

かって各機関の役割や研究スケジュールが中間レビュー以降できるだけ早期に決定され、

各研究機関の共通認識が得られることが求められる。 

 

（2）これまでもおおむね良好な取り組みが継続されてきたが、研究はより高度に深化するこ

とから、これまで以上に共同で分析作業（データの取りまとめや解釈に関するディスカッ

ションも含む）を行える機会をもてるよう、ベトナム国内での研究実施方法や日本人専門

家派遣計画も含むプロジェクト実施計画が詳細に作成されることが求められる。 

 

（3）プロジェクトの成果の将来の社会実装について、中間レビュー以降は、情報共有などの

取り組みを継続し、保健省や VFA はもとより、農業セクター、 水産セクター、商工・貿

易セクターなどの関係機関との連携体制が促進されることが求められる。 

 

（4）上記の項目に関連して、プロジェクトはプロジェクト成果の社会実装に向けて、対策の

実施や継続的な運営が必要なものに関しては、コスト分析（必要な人材や時間、試薬購入

等の予算などを含む）を実施しておくことが望ましい。 

 

（5）プロジェクトの全体像を示す PDM について、成果、プロジェクト目標の達成度を測定す

るための指標の一部に、効果的な達成度測定に改訂が必要なものが認められた。中間レビ

ューチームは改定案を本報告書に付属する（付属資料 5）。プロジェクトは、PDM 改訂につ

いて合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）で検討されたい。 

 

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） 

プロジェクト開始当初は多くの関係機関の調整や共通認識を得ることなどのプロジェクト運

営上の問題が生じ、プロジェクト活動の一部に遅延が生じた。これに対し、JICA 及び JST が JCC

メンバーとして協力してタイミング良く調整に介入したことにより、状況が大きく改善してい

る。 

したがって、プロジェクト運営上の問題が生じた際には、JCC が問題の早期解決に向けて可

能な限り早期に調整機能を発揮することが必要であり、場合によっては JCC 議長の下で臨時の

JCC を招集することも一案と考えられる。 

 




