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事業事前評価表 

 

国際協力機構人間開発部保健第三チーム 

１．案件名                                

国 名： フィジー共和国、キリバス共和国 

案件名： 和名  生活習慣病対策プロジェクト 

   英名 The Project for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases 

 

２．事業の背景と必要性                            

(1) 当該国の保健医療セクター、特に生活習慣病の現状と課題 

 

1） フィジー共和国 

フィジー共和国（以下、「フィジー」）では、糖尿病や心血管疾患など NCDに起因する障害や死亡は増

加傾向にあり、感染性疾患から生活習慣病（NCD）への疾病構造転換が急速に進んでいる。2012年に発生

した死亡の 70%以上が NCDによるものと推計されており、心血管疾患と内分泌・栄養・代謝性疾患および

悪性腫瘍が死因の上位を占めている。1  

近年、世界保健機関（WHO）や豪州等の開発パートナーの支援を受けながら、同国における NCD対策は

推し進められてきたものの、日常的な運動や野菜や果物の摂取の不足、アルコールの過剰摂取といった

NCD における行動危険因子、肥満や高血圧といった生化学的危険因子を保有する人口の割合は依然として

増加傾向にある。2 加えて 2002 年の保健医療サービス省（MHMS）の調査3では、糖尿病や高血圧の高度リ

スク群のうち、診断・治療を受けて血糖値や血圧値のコントロールが良好な症例は僅か１割程度に留ま

るとの報告もあり、MHMSを中心に NCD予防対策に従事する保健・医療従事者の間では、根拠に基づいた

NCD 予防対策を特定する必要性が改めて認識されると同時に、生活習慣や環境の改善と NCDの早期診断・

治療の体制の強化が喫緊の課題となっている。 

 

2) キリバス共和国 

キリバス共和国（以下、「キリバス」）でも同様に、2009年のキリバス MHMSによる調査 3の中で、25歳

から 64歳までの調査対象者の大部分（74.6%）が３から５つの行動危険因子を同時に持つ高度リスク群

に分類され、中でも喫煙者は全人口の 6割に上るとの結果が出ている。生化学的要因においても、過体

重は人口の 81.5%、肥満は 50.6%、糖尿病は 28.1%、高血圧は 17.3%、脂質異常症は 27.7％といずれも高

値を示し、近年悪化傾向である。キリバスでは NCD罹患率の増加と同時に、従来の課題である子どもの

低栄養、結核、コミュニティの衛生環境等に対しても限られた保健人材や財源等のリソースで対応して

いかなければならず、コミュニティ全体を巻き込んだ NCD対策と幅広い健康課題を取り組む保健人材の

能力の強化が強く求められている。 

                                            

1 保健省年次報告書 2012 

2 2011 年に実施された STEP 調査結果（2014 年 9 月時未公表）にかかる関係者からの聴取内容より 

3 WHO による STEP アプローチを用いた非感染性疾患の危険因子に関するサーベイランス 

技プロ・附帯プロ用

用 
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(2) 当該国の開発政策と本事業の位置づけ 

1) フィジー 

国家開発計画（2007-2011年）において策定された「民主主義と持続可能な社会経済開発のためのロー

ドマップ（RDSSED）2009-2014」では、NCDが死亡および罹患の主因となっていることに鑑み、MHMSの優

先課題を糖尿病と心血管疾患の予防対策であるとしている。MHMSが同ロードマップに沿って策定した「保

健戦略計画 2011-2015」は、良質な予防保健サービスの提供や臨床医療・リハビリテーションサービスへ

のアクセス向上と保健システム強化を目標とし、達成すべき７つの成果のうち NCD の削減が第一に挙げ

られている。NCD に関連した政策では「NCD 国家予防対策戦略計画 2010-2014」および「保健医療サービ

ス省 NCD予防対策戦略計画 2010-2014」が策定されており、NCD対策の包括的実施を通じ、主要 NCDの有

病率や危険因子の低減等を目指している。現在作成中である「保健医療サービス省NCD戦略計画2015-2019」

でも、予防・治療に対する更なる取り組み強化を謳っている。具体的には、政策をコミュニティに確実

に反映させるため、コミュニティへの包括的なウェルネス（健康）アプローチの実現に向けて根拠に基

づく活動やモニタリング評価機能の強化などの取り組みを更に強化する方針を打ち出している。 

 

2） キリバス 

「キリバス国家開発計画（KDP）2012-2015」では、保健を重要領域の一つに位置付け、妊産婦および

子どもの死亡削減、感染症による疾病負荷および罹患の削減、NCDの削減、保健サービス提供における格

差縮小を重点課題として挙げている。「保健戦略計画 2012-2015」でも目標のひとつに NCD の危険因子お

よび NCD の削減を掲げており、NCD 対策は保健戦略計画において重要な位置を占める。さらに 2007 年に

初の NCD 政策である「国家 NCD 戦略計画 2008-2011」を策定し、2012 年にはこの内容を引継いだ「国家

NCD 戦略計画 2013-2015」が策定され、国家 NCD対策の展開と管理機能の強化や NCD 予防および対策活動

の実施支援、NCDのモニタリングおよび調査システムの強化等の 5つの重点項目を挙げている。また、NCD

を含む保健課題の具体的な方針として、2013 年末より保健省は HOPE (Health Outreach Program for 

Equity)のコンセプトを打ち出し、他のドナーを含む関係機関と共同でコミュニティへのアプローチを強

化する取り組みを開始したところである。 

 

(3) 当該国の保健セクターに対する我が国および JICAの援助方針と実績 

大洋州地域に対する我が国の ODA 基本方針として、2012 年に開催された第 6 回太平洋・島サミットに

おいて、島嶼国が直面する特有の課題に留意しつつ、ミレニアム開発目標（MDGs）の達成を目的として、

保健および教育を含めた社会サービスを提供することにより、持続可能な開発と人間の安全保障を促進

することが重要であることが確認された。 

 また、JICA の大洋州地域における国別分析ペーパーでは、保健分野における課題の焦点は、マラリア

など従来の感染症対策と、非伝染性疾患の予防と対策を包括的に実施する保健システムの構築へと移行

しつつあるとしており、本プロジェクトはこの開発課題に対応するものである。 

加えて、大洋州地域の国々は、国土や人口が限定的で国内市場の規模が小さく（狭小性）、広大な海域

に分散する小さな島々で構成されており（隔絶性）、国際市場へのアクセスも悪い（遠隔性）という共通

の開発上の課題を抱えている。とりわけ、NCD対策においても、フィジーとキリバスは現状や対策に共通
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点が多く、一体的にアプローチすることで、両国が相互に課題を共有しながら、効率的に現状を改善す

ることが期待できるため、本事業により広域協力を実施する。 

 

(4) 他の援助機関の対応 

本事業と重複する他ドナー等の援助活動は、詳細計画策定調査の時点では確認されていない。但し、

過去には、大洋州諸国ではこれまでに WHO や豪州等の開発パートナーの支援によって多くの取組みがな

されてきた。2008 年からの 5 年間、NCD の罹患率、死亡率、障がい並びに危険因子を低減することを目

標とした「NCDのための 2-1-22プログラム4」のもと、豪州、ニュージーランド援助計画（NZAP）の資金

援助により WHO、太平洋共同体事務局（SPC）の技術支援や各国の NCD 対策計画に対する無償資金支援が

実施された。その結果、特に NCD 対策関連の政策や規制、ガイドライン等は整備され、政策面において

は一定の成果がみられるものの、大洋州地域では依然として NCD による死亡および患者件数は増加して

おり、危険因子を抱える人々の割合も上昇している。本事業では、この流れを踏まえ、引き続き他ドナ

ーとの連携も図りながら実施する。 

 

1) フィジー 

豪州は 「フィジー保健セクター支援プログラム（FHSSP）2011-2015」を通じ、糖尿病および高血圧症

の予防対策、地方保健事務所の能力強化などの保健システム強化、母子保健、家族計画、コミュニティ

ヘルスワーカーの能力強化を支援している。また、国家保健人材計画策定アドバイザー派遣（2012年～）

を行っている。SPCは、国家 NCD戦略の開発と実施、青年期保健の向上、保健セクター能力強化、保健情

報システムの強化等に対する財政および技術支援を実施している。WHO は PEN(Package of Essential 

Non-communicable Disease)導入支援、NCDサーベイランスのための STEP調査、ベスト・バイの介入支援、

太平洋オープン保健学習ネットワーク（POLHN）を通じた人材開発を実施している。 

 

2) キリバス 

SPCは 2010年 NCDセンター設立、活動を支援していたが、財政支援が終了した 2013年以降は同センタ

ーの活動は停止している。WHOは NCDに関する政策策定、予防活動、PEN導入、医薬品供給および治療に

ついて技術支援を行なっている。また PENの導入を推進しており、2013-2014年中に全施設への高脂血症

に関連する診断機器と治療薬の導入支援や、スポーツ用具や菜園用具の配布も同時に行なう予定である。

豪州は看護学校の改修およびベシオ病院の産科病棟建設、台湾政府はキリバス南部地区病院建設や医療

機器提供等の支援を行っている。 

 

３．事業概要                               

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、フィジーにおいて、根拠に基づいた NCD予防対策の特定、実施運営能力とモニタリング評

価体制強化、成果普及のための体制構築により、根拠に基づいた NCD予防政策の強化を図り、キリバス

                                            

4 SPC と WHO の 2 機関が 1 チームとなり、大洋州 22 の国と地域と共同し、同じフレームワークの中でより効果的な

NCD 対策を目指すためのプログラム。 
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においては、コミュニティ主体の NCD対策アプローチの確立、モニタリング評価のデータ分析能力の強

化により公衆衛生向上に向けたコミュニティ主体のアプローチの確立を図り、もって NCD対策の強化に

寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 

1) フィジー 中部地方全体 (約 36万人)  

2) キリバス 南タラワ地区全体 （約 6万人） 

 

(3)本事業の受益者（ターゲットグループ）5 

1) フィジー 

① 中部地方の NCD予防対策に従事する保健・医療従事者 約 XX人 5（MHMS、中部地方保健事務所、

地区保健事務所（5施設）、一次医療施設（保健センターおよび看護師駐在所：合計 42施設） 

② 対象地域の住民 約 36万人（全人口 86万人） 

 

2） キリバス 

① 公平・公正な保健サービス提供のためのヘルスアウトリーチプログラム(HOPE)の NCD予防対策を

担う保健・医療従事者 約 YY 人 5（保健医療サービス省 公衆衛生サービス課 AA 人、ヘルスプ

ロモーション課 BB人、統計課 CC人、リハビリテーション課  DD人 等）およびクリニックの

保健人材（準医師、看護師） 約 ZZ人 5 

② 対象地域の住民 約 6 万人（全人口 10万人） 

 

(4) 事業スケジュール（協力期間） 

1）フィジー 2015年 5月～2020年 4月（5年間） 

2）キリバス 201X年 X月～201X年 X月（3年間） 

 

(5) 総事業費（日本側） 

約 5億円（概算） 

 

(6) 相手国側実施機関 

1）フィジー MHMS 

2）キリバス MHMS公衆衛生課、健康増進課、統計課、栄養課、リハビリテーション課 

 

(7) 投入（インプット）  

1）フィジー 

① 日本側 

 長期専門家：チーフアドバイザー、業務調整／ヘルスプロモーション、業務調整／研修管理 

                                            

5 未確定の数値は、事業開始後の第 1回合同調整委員会（JCC）で確定される見込み。 
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 短期専門家：プロジェクト活動実施に必要な分野（ヘルスプロモーション、公衆衛生看護、マ

ネジメント、計画策定・モニタリング評価、オペレーショナル・リサーチ、研修管理） 

 国別研修： 

 本邦：３回（プロジェクト活動実施に必要な分野） 

 第三国： 未定 

 機材供与：プロジェクト活動に必要な機材 

 現地活動費 

② フィジー側 

 プロジェクトディレクター（保健次官） 

 プロジェクトマネージャー(公衆衛生次官補) 

 カウンターパート: MHMS  

 プロジェクト実施に必要な執務室および施設設備の提供 

 その他カウンターパート人件費、旅費交通費・消耗品、水道料金・電気料金・通信費などの光

熱費など、プロジェクト活動実施に必要な運営経費の一部 

 

2) キリバス 

① 日本側 

 短期専門家：プロジェクト活動実施に必要な分野（チーフアドバイザー、ヘルスプロモーショ

ン、研修管理） 

 国別研修： 

 本邦：１（～２）回 （データ分析等） 

 第三国： 未定 

 機材供与：プロジェクト活動に必要な機材） 

 現地活動費 

 

② キリバス側 

 プロジェクトディレクター（保健次官） 

 プロジェクトマネージャー(公衆衛生課長) 

 カウンターパート：MHMS（公衆衛生課、健康増進課、統計課、栄養課、リハビリテーション課）、

対象地域のクリニックに従事する保健人材（準医師、看護師） 

 プロジェクト実施に必要な執務室および施設設備の提供 

 その他カウンターパート人件費、旅費交通費・消耗品、水道料金・電気料金・通信費などの光

熱費など、プロジェクト活動実施に必要な運営経費の一部 

 

(8) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発    

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転    

①  カテゴリ分類（A,B,Cを記載）カテゴリ C 

② カテゴリ分類の根拠 本事業による環境への影響等はない。 
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③ 環境許認可  特記事項なし 

④ 汚染対策 特記事項なし 

⑤ 自然環境面 特記事項なし 

⑥ 社会環境面 特記事項なし 

⑦ その他・モニタリング 特記事項なし 

2）ジェンダー平等推進/平和構築・貧困削減 特記事項なし 

3）その他 特記事項なし 

 

(9) 関連する援助活動    

1）我が国の援助活動 

＜技術協力プロジェクト＞ 

2005～2008年:フィジー国地域保健看護師現任教育プロジェクト 

2007～2009年：フィジー国栄養政策立案支援プロジェクト 

2010～2014年：大洋州地域 地域保健看護師のための「現場ニーズに基づく現任研修」強化プロジェ

クト 

＜草の根技術協力（地域提案型）＞ 

2008年～2010年：フィジー国理学療法士臨床技術研修 

＜課題別研修＞ 

2013年：アジア・大洋州島嶼地域 問題解決型の保健専門職人材育成 

2013年：生活習慣病予防対策 等 

 

2）他ドナー等の援助活動 

2.（4）他の援助機関の対応の項に記述のとおり 

 

４．協力の枠組み                           

(1) 協力概要  

1）上位目標と指標 

 ①フィジー 

上位目標：フィジーの NCD対策が強化される 

指標１：糖尿病の新規罹患率がプロジェクト終了時から増加していない 

指標２：プロジェクトを通して得られた成果・根拠等が、フィジー全域の 1 次医療施設の事業

計画に反映されている 

② キリバス 

上位目標：キリバスの NCD対策が強化される。 

指標１：キリバスの NCDの危険因子保有率が低下する 

指標２：NCD対策を含む健康増進のためのコミュニティ主体のアプローチモデルがキリバスの全

てのコミュニティで実施されている 
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2）プロジェクト目標と指標 

①フィジー 

プロジェクト目標：MHMSと中部地方において、根拠に基づいた NCD対策の政策が強化される 

指標１：プロジェクト終了までに、プロジェクトを通して得られた成果・根拠等が保健政策・戦

略等に反映されている 

指標２：プロジェクト終了までに、中部地方の一次医療施設の 80%以上が NCD 予防対策活動のプ

ロポーザルに基づいた活動を実施している 

指標３：NCD戦略計画で用いられている SNAP（喫煙、栄養、飲酒、運動）に関連する危険因子の

保有率が中部地方で低下する 

②キリバス 

プロジェクト目標：公衆衛生向上に向けたコミュニティ主体のアプローチが確立する 

指標１：対象コミュニティにおいて、NCDの危険因子保有率が 2015年に減少し始める 

指標２：プロジェクトで確立したコミュニティ主体のアプローチが、離島を含む国全体へ拡大す

るための計画が作成されている 

 

 3）成果 

  ①フィジー 

   成果１：根拠に基づいた NCD予防対策のための介入が特定される  

   成果２：NCD対策の実施運営能力が強化される  

   成果３：地方・地区レベルで NCD予防対策のモニタリング評価体制が強化される 

   成果４：プロジェクト成果を普及のための体制が構築される 

②キリバス 

   成果１：対象コミュニティにおいて、健康状態を向上するためのコミュニティ主体のアプローチ

が確立される 

   成果２：コミュニティ主体のアプローチに対しモニタリング・評価するためのデータ分析能力が

強化される 

 

５．前提条件・外部条件                                    

（1）前提条件 

各国 C/P機関が、本事業実施のために必要な人員・予算を配置する 

（2）外部条件（リスクコントロール） 

1）各国政府が、プロジェクトで得られた成果・便益を維持・発展するための適切な予算措置・人員配

置を行う 

2）各国政府の NCD対策や健康増進活動に関連する政策と実施体制が著しく変更されない 

3）研修を受けたカウンターパートが離職しない 

4）各国政府が、プロジェクトで得られた成果・便益を維持・発展するための適切な予算措置・人員配

置を行う 
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６．評価結果                                       

本事業は、フィジーとキリバス各国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

（1）類似案件の評価結果 

本事業と同様に大洋州地域３ヵ国案件である「大洋州地域 地域保健看護師のための『現場ニーズに

基づく現任研修』強化プロジェクト」（2010 年～2014 年）の終了時評価の教訓として、広域研修や各国

カウンターパートが直接対話する機会を通じた経験共有により、相互学習や良い意味での競争意識が感

化されプロジェクト効果の発現が促進されたこと、また教材等を他国に活用・応用することでリソース

の共有による効率化が図られたことが挙げられた。一方で、詳細計画策定時における慎重な国別の現状

把握と投入の必要量の算定、さらにプロジェクト目標に関するビジョンやスコープを十分に共有してお

くべき、との教訓が得られた。また、「スリランカ国健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト」（2008

年～2013 年）では、特にヘルスプロモーション・セッティングへの継続的支援の重要性や、保健人材の

コミュニケーション技術の向上や業務内容の見直し、生活習慣病にかかるサーベイランス体制の強化が

重要であるとの教訓が得られた。 

 

（2）本事業への教訓 

本事業は、類似案件を踏まえ、フィジーにおいては事業開始直後にニーズアセスメントを通じて慎重

かつ詳細な現状把握を行い、プロジェクト期間全体を成果・プロジェクト目標達成に向けて有効且つ効

率的に活用できるようなデザインがなされている。キリバスに対する具体的な支援方法に関しては、双

方の限られたリソースの中で、プロジェクトのビジョン・スコープに関する共通認識を得るためには、

双方が更にリソース分析を行うことが必要と判断され、詳細計画策定調査時にはキリバスの具体的なプ

ロジェクト活動を設定するには至っていない。ただし、フィジーやキリバス他周辺国関係者との合同研

修や経験共有の機会づくりを図るための活動がフィジーの PDM に設定されており、効果的・効率的なプ

ロジェクトの実施に向けた全体デザインがなされている。また、継続的なヘルスプロモーション・セッ

ティングに向けて、本プロジェクトは、MHMS を中心に NCD 対策に従事する保健人材、特にコミュニティ

で中核を担う地域保健看護師の能力向上を含む業務運営能力の強化、モニタリング評価機能の強化に係

る介入を主要な成果としてデザインされている。 

 

８．今後の評価計画                                       

（1）今後の評価に用いる主な指標 

4．（1）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

事業開始 9か月後までに  ベースライン調査（フィジー） 

事業終了 7か月前までに  エンドライン調査（フィジー） 

事業開始 6か月毎 モニタリングシート（フィジー・キリバス） 
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事業終了時 事業完了報告書（フィジー・キリバス） 

事業終了 3年後  事後評価（フィジー・キリバス） 

 

（3）実施中モニタリング計画 

年１～２回       定例 JCCにおける相手国実施期間との協議 

事業終了数か月前   終了前 JCCにおける相手国実施機関との合同レビュー 

以上 


