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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：高危険度病原体に係るバイオセーフティ

並びに実験室診断能力の向上と連携強化プロジェ

クト 
分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 
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（評価時点）：3 億 6,600 万円 

協力 
期間 

2011 年 2 月～2016 年 2 月 

先方関係機関：国立衛生疫学研究所（NIHE）、ホー

チミン・パスツール研究所（PIHCMC）、タイグェ

ン衛生疫学研究所（TIHE）、ニャチャン・パスツー

ル研究所（PINT）、パイロットとして選定された 10
カ所の省予防医療センター（PCPM） 
日本側協力機関：国立感染症研究所（NIID） 
他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）は、2003 年の重症急性呼吸器症候群

（Severe Acute Respiratory Syndrome：SARS）、2004 年の高病原性鳥インフルエンザ（H5N1）、
さらに最近は新型インフルエンザ（H1N1）等、さまざまな感染症の脅威にさらされて、経済的

にも大きな損失をもたらしている。これら新興感染症の脅威に適切に対応し、その蔓延を防止

するためのベトナム政府の実施体制は脆弱で、ベトナム国内、さらには近隣諸国の人々の健康・

安全を維持するためには、ベトナム国内における課題に対して早急に適切な対策を講じる必要

がある。 
しかし、ベトナムには、ウイルスの変異を確認するために必要なバイオセーフティレベル（Bio 

safety Level：BSL）-3 実験室がなかったため、国外の WHO 指定センター（わが国の国立感染

症研究所等）に検体を送付し、その診断結果を待たなければならない状況であった。 
そこで、わが国は感染症対策の中核機関である国立衛生疫学研究所（National Institute of 

Hygiene and Epidemiology：NIHE）に対し、無償資金協力「国立衛生疫学研究所高度安全実験室

整備計画」（2008 年完工）で BSL-3 実験室（4 室）を整備するとともに、技術協力プロジェク

ト「国立衛生疫学研究所能力強化プロジェクト」（2006 年 3 月～2010 年 9 月）を通じて、①バ

イオセーフティ体制整備、②実験室維持管理能力向上、③検査診断技術向上を中心とした協力

を展開してきた。 
その結果、初めてベトナムでバイオセーフティという概念が根づき、バイオセーフティ規則

に則った高危険度病原体の取り扱いや施設や機材の運営・維持管理が行われるようになった。

また、インフルエンザウイルス検査の確定診断を NIHE で行うことが可能となり、検査結果が

でるまでの日数が大幅に短縮されている。 
ベトナム政府は NIHE を含む国立研究所（ニャチャン、タイグェン、ホーチミン）を疫学、

微生物学及び免疫学の中核センターとして位置づけ、より下位レベルの省予防医療センター

（Provincial Center for Preventive Medicine：PCPM）への指導的役割を担わせることを想定して

いるが、現状では PCPM 及び国立研究所におけるバイオセーフティや実験室維持管理、検査診

断技術は十分ではない。今後全国における迅速かつ効果的な感染防止体制を確立するためには、

NIHE を中心として上記検査機関のバイオセーフティや実験室維持管理、検査診断技術に関す

る能力向上を図り、全国レベルでの検査機関間の情報共有や連絡体制の強化を図る必要がある。
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かかる状況下、新たにベトナム政府から技術協力の要請がなされた。 
本プロジェクトは、NIHE を含む国立研究所及びパイロットとして選定された PCPM を対象

に、各施設間の実験室診断ネットワークの構築・バイオセーフティの強化、各研究施設におけ

る高危険度病原体に係る検査・管理能力の向上及び実験室機材の運用・維持管理能力の強化を

通じて、ベトナムの高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に強

化されることを目的としている。 
 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
高危険度病原体により発生する感染症の流行が適切に制御される。 

 
（2）プロジェクト目標 

高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に強化される。 
 
（3）成果 

1） NIHE、各地域研究所及びパイロット PCPM によって実験室診断ネットワークが構築

され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される。 
2） 国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力が強

化される。 
3） 国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力が強

化される。 
4） 周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共有体

制が構築される。 
 

（4）投入 
1） 日本側 
専門家派遣：長期専門家（チーフアドバイザー）2 名、長期専門家（業務調整）1 名、短

期専門家 16 名 
機材供与：安全キャビネット、オートクレーブ、ホルマリン薫蒸器、フリーザー、科学

天秤、粒子測定機、診断に必要な試薬等を供与 
本邦研修： バイオセーフティ、実験室維持管理、標準微生物実験手技（ Good 

Microbiological Techniques：GMT）狂犬病、GMT 炭疽、GMT コレラ、GMT
インフルエンザの研修に計 28 名が参加。長期本邦研修には、ゲノム機能学分

野において 2 名が参加 
現地研修：バイオセーフティ、実験施設・機材維持管理、GMT 炭疽、GMT 狂犬病、GMT

コレラ、GMT ペスト、GMT インフルエンザ、情報・教育・コミュニケーシ

ョン（Information Education and Communication：IEC）/教材開発、GMT ヒス

トプラスマ、GMT リケッチア、GMT 麻疹、GMT 手足口病、GMT エボラに

関する研修を実施 
現地業務費：約 62 万 2,000 米ドル（2015 年 7 月末時点）、GMT 研修、バイオセーフティ

研修、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）会議開催、維持

管理費として支出 
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2） ベトナム側 
カウンターパート（C/P）配置：NIHE、ホーチミン・パスツール研究所（Pasteur Institute 

of Ho Chi Minh City：PIHCMC）、タイグェン衛生疫学研究所（Tay Nguyen 
Institute of Hygiene and Epidemiology：TIHE）、ニャチャン・パスツール研究所

（Pasteur Institute of Nha Trang：PINT）において、それぞれ、39 名、4 名、7
名、4 名の C/P を配置し、10 のパイロット PCPM には、計 21 名の C/P を配

置 
施設：NIHE 内のプロジェクト事務所を提供 
現地業務費：2012 年は約 7 万 4,000 米ドル、2013 年は約 7 万 6,000 米ドル、2014 年は約

4 万 8,000 米ドル（計 20 万米ドル）を人件費、バイオセーフティ及び GMT
研修費、機材維持管理等として支出 

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 国際協力機構人間開発部 技術審議役 
技術参与（バイ

オセーフティ） 
棚林 清 国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室長 

技術参与（実験

室診断） 
影山 努 国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究室

第 2 室長 
協力企画 池田 吉宏 国際協力機構人間開発部 保健第二グループ保健

第三チーム調査役 
評価分析 柏崎 佳人 A&M コンサルタント 

調査期間  2015 年 8 月 13 日～8 月 29 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 

（1）成果の達成状況 
成果 1： 成果 1-1 及び 1-4 に係る活動は、成果達成のために継続する必要があるが、成果 1-2

及び 1-3 に係る活動については完了している。 
成果 2： プロジェクトにより数多くの研修が実施され、診断及び維持管理に係る C/P の

能力向上に大きく貢献した。 
成果 3： 両指標に係る活動は大きく進捗しており、プロジェクトの終了までに達成される

と期待される。 
成果 4： ウェブサイトの立ち上げやラオス/カンボジアへの訪問など、継続的な活動の進捗

は認められるが、指標 4-1 に係る基準はいまだ満たされていない。 
各成果の達成状況は以下のとおりである。 

成果 1：NIHE、各地域研究所及びパイロット PCPM によって実験室診断ネットワークが

構築され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される 
指標 1-1 及び 1-4 は、成果達成のために継続する必要があるが、成果 1-2 及び 1-3 に係

る活動については完了している。事実、前者 2 指標についても、これまでに大きな成果

を上げてきており、成果 1 はプロジェクト終了までに達成されると考えられる。 
プロジェクトの対象とする病原体は、ベトナムにおける重要度と病原体の危険度を考

慮してプロジェクトが選択した。他方、10 カ所のパイロット PCPM は、質問票の分析や

サイト訪問の結果を考慮し、プロジェクト活動実施機関として選択された。それら PCPM
は、各地域において隣接する PCPM を支援する役割を担うことが期待されている。それ
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ゆえ数多くの研修機会の提供や（付属資料 1 ミニッツの Annex 5（2）及び（3））バイオ

セーフティ委員会/部門の設置により、NIHE、地域パスツール/衛生疫学研究所（Regional 
Pasteur/Hygiene and Epidemiology Institutes：RIs）及び パイロット PCPMs におけるバイ

オセーフティ・コントロール体制の強化が図られた。 
成果 2：国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力

が強化される 
プロジェクトにより数多くの研修が実施され、診断及び維持管理に係る C/P の能力向

上に大きく貢献している。加えて、BSL-3 施設を有する NIHE 及び PIHCMC には、特に

PCPM 等、設備の劣る機関における実験室のサポートが期待されている。 
成果 3：国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力

が強化される 
両指標に係る活動は大きく進捗しており、プロジェクトの終了までに達成されると期

待される。 
NIHE において、実験室施設及び機材の維持管理に係る標準手順（Standard Operational 

Procedure：SOP）が開発・改訂され、かつ NIHE による RI 及び PCPM における SOP の

作成の支援が行われている。それを受け、実験室施設及び機材の運用・維持管理・文書

作成が NIHE、RI 及びパイロット PCPM において実施されている。 
加えて、外部機関に対して較正サービスを提供する較正部門が NIHE 内に設立され、

保健省（Ministry of Health：MOH）によって承認された。 
成果 4：周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共

有体制が構築される 
ウェブサイトの立ち上げやラオス/カンボジアへの訪問など、継続的な活動の進捗は認

められるが、指標 4-1 に係る基準はいまだ満たされていない。2015 年 10 月にはラオス

/カンボジアから関係者を招き、国際シンポジウムを開催予定であり、それが近隣諸国と

の双方向的な長期にわたる協力関係のきっかけとなることが期待される。 
 
（2）プロジェクト目標の達成状況 

「高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に強化される」 
2 指標に係る活動状況を基に、プロジェクト目標は達成されていると判断できる。 
プロジェクト目標に係る両指標には数値目標ではなく「増加する」という状況表現の

みにとどまっており、実際、指標に係る現状はその「増加する」という状況に当てはま

っている。しかしながらまだ改善の余地は残されており、NIHE や RI、またパイロット

PCPM の診断能力を最大限に高めるため、プロジェクトにはさらなる努力が期待される

ところである。 
指標 1： NIHE、各地域研究所及びパイロット PCPM において、検査可能な病原体の数と種類

が増加する 
指標 2： NIHE、各地域研究所及びパイロット PCPM において、バイオセーフティ及び品質保

証の基準を満たす実験室の数が増加する 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：非常に高い 
1） 政策との整合性 

ベトナムの「社会経済開発 5 カ年戦略」（2011～2015 年）においては、予防医療を発
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展させ、大規模な感染症を予防することを重要項目としている。「保健セクター開発計

画」（2011～2015 年）では、感染症の予防のためのヘルスケア、検査及び治療の質の改

善を重点課題としている。さらに、バイオセーフティに係る法令の整備が 2012 年に完

了しており、政策との整合性は保たれている。 
感染症対策は、わが国の対ベトナム国別援助方針においても重点課題であり、社会・

生活面の向上と貧困削減・格差是正のための保健医療分野におけるプログラムとして、

本プロジェクトが位置づけられている。 
2） C/P 機関のニーズとの整合性 

ベトナム MOH の指針では、NIHE 及び地域研究所は、管轄下の PCPM からの感染症

情報を集積する機能が期待されていると同時に、PCPM は、迅速に病原体を感知するセ

ンサーとしての役割が期待されている。バイオセーフティ及び病原体診断技術はその根

幹を成すものであり、これら実験室間の診断ネットワークの確立を目的とする本プロジ

ェクトは、NIHE、地域研究所及び PCPM のニーズとも一致しているといえる。 
 
（2）有効性：高い 

1） プロジェクト目標の達成見込み 
プロジェクトは既に数多くの実質的かつ意義深い成果を上げている。プロジェクト目

標がその終了時までに達成され得るばかりでなく、さらなる C/P 及び専門家の努力によ

って、未来につながる数多くの成果が生まれるものと期待される。 
2） プロジェクト目標と成果の関係性 

成果 1 から 3 については NIHE、各地域研究所及びパイロット PCPMs のネットワー

クが構築され、また高危険度病原体の検査・管理能力、実験施設及び機材の運用・維持

管理能力が強化された。成果 4 については、感染症が国境を越えて蔓延するという事

実から、そのネットワークを近隣諸国へ広げるという役割を担う活動となっている。そ

のため、各成果はプロジェクト目標「高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験

室診断能力が全国的に強化される」達成にそれぞれ貢献している。したがって、PDM に

おける活動はうまくバランスがとれており、論理性は適切であると認められる。 
 
（3）効率性：高い 

1） 日本側からの投入の効率性 
投入内容（専門家、研修、プロトコール、機材試薬等）は予定されていた活動を過不

足なく実施するための十分量が適切に供給されている。プロジェクトによって供与され

たバイオセーフティ及び検査に係る機材は、実験室にとって必要かつ欠くべからざる機

器類であり、その選択は適切であったと認められる。また研修に係るテーマについても、

ニーズ、地域性、時期等を考慮しつつすべての課題をバランスよく網羅する形で適切に

選択されている。 
2） ベトナム側からの投入の効率性 

NIHE における先行案件の C/P の多くが、本プロジェクトにおいても C/P として配置

されており、専門家とのコミュニケーションに係る効率性を促進している。 
3） 活動の効率性 

ベトナムにおける感染症の現状（重要度、発生・流行状況）に基づく 10 種類の対象

病原体の選択、及び PCPM の状況（施設、所在地、役割）分析による 10 カ所に及ぶパ

イロット PCPM の選択は、適切であったと考えられる。 
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（4）インパクト   
1） 上位目標達成見込み 

プロジェクト目標に係る指標に確実な進展が認められており、プロジェクト目標から

上位目標に係る外部条件（経済及び政策が劇的に変化しない）が担保されれば、活動の

継続により上位目標の達成が見込まれる。 
2） その他のインパクト 
① 供与機材は研究や教育に、移転された診断技術は他の病原体に応用可能である。 
② 構築されたネットワークは他の疾病対策にも活用可能である。 
③ NIHE の高危険度病原体に対する防疫体制が整備され、国民に安心感が芽生えた。 
④ MOH がバイオセーフティの重要性を認識したことにより、バイオセーフティに係

る法整備が進んだ。 
⑤ プロジェクト活動がきっかけとなり、NIHE に較正部門が新設された。 
⑥ 日本人の仕事に対する姿勢をベトナム人スタッフが学んだ。 
⑦ 研修に参加したスタッフの意識が喚起され、研修報告会の自主開催が始まった。 
⑧ ロジカル・フレームワークの考え方を、他のプロジェクトに係るプロポーザル作成

に活用した。 
 
（5）持続性：中程度 

1） 政策面 
ベトナム政府は高危険度病原体の広域流行やその危険性を特に重要視しており、バイ

オセーフティに係る法整備も完了していることから、当該分野に対する MOH による支

援は十分に期待できる。 
2） 財政面 

MOH はプロジェクトに係る予算を十分に支出できていない。しかしながらその一方、

NIHE や一部 RI において、機材の較正や臨床検査といったサービスを提供することによ

る収入も見込まれているが、全国的なネットワーク構築に向け、また試薬の購入や機材

のメンテナンスのための十分な予算を確保することが MOH に求められる。 
PCPM においては、診断及びバイオセーフティに必要な機材の維持管理費や、試薬等

消耗品類購入のための予算を正確に把握し、保健局を通して人民委員会に申請する必要

がある。 
3) 組織及び技術面 

バイオセーフティや病原体の診断分野における技術革新は非常に速いことより、人材

の継続的な能力強化は不可欠である。しかしながらプロジェクト活動を通し、NIHE 及

び RI の組織力やスタッフの技術力（知識、技術、管理能力）は飛躍的に強化されてき

た。したがって、プロジェクト終了後においても各機関スタッフの責任においてプロジ

ェクト関連活動は前進するものと考えられる。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
中間レビュー調査団の提言を受け、各地で流行が発生し死者も出ている手足口病（Hand, 

Foot and Mouth Disease：HFMD）と麻疹に加え、西アフリカでの流行で国際的な問題となっ

ているエボラ出血熱の 3 感染症を新たに対象病原体とすることに決めた。その後、実際に

感染の疑われる患者が発生し、NIHE のスタッフにより早期診断・迅速対応が実践された。
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（2）実施プロセスに関すること 
① 先行案件の実施を通し、JICA、NIID 及び NIHE の 3 者は強固な協力関係を築き上げて

おり、それが本プロジェクトにおける活動の実施に大きく貢献している。「プロジェ

クトの実施に貢献した要因は何か」という問いに対し、プロジェクト関係者の大半が、

「C/P と専門家間のコミュニケーションや情報共有が適切であったこと」と答えてい

る。 
② プロジェクト実施に係る活動は、JCC 及び PMM によってモニタリングされている。

翌年の活動に係る枠組みや内容は PMM において議論され、JCC によって承認される。

また他に、日常的なプロジェクト活動の計画、調整、そしてモニタリングのために、

技術会議や NIHE の C/P と専門家との月例会議会議も開かれている。 
 
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 
特になし。 

 
３－５ 結論 

上述した評価結果を踏まえ、終了時評価団は以下のとおり結論する。 
 

（1） 評価 5 項目はおおむね良好であるが、危惧する点は、プロジェクトの成果を終了後も継

続させるために、必要とされる予算が確保されることである。 
 

（2） 2006 年から「国立衛生疫学研究所（NIHE）高度安全正実験室整備計画」に引き続き行

われた「国立衛生疫学研究所能力強化プロジェクト」（2006～2010 年）及び本プロジェク

トで、NIHE、PIHCMC にバイオセーフティ 3（BSL-3）の実験室の整備及びそれを用いた

診断技術の向上を図ったことにより、バイオセーフティの概念と必要性をベトナムに広め

ることができ、ベトナム国内で適切な制度が制定されている。 
 

（3） 実験室診断として 10 種の感染症について取り扱えるようになったことは非常に妥当で

あり、最初に決定していた 7 疾患に加え、実施途上で能力強化を必要とされた 3 疾患（手

足口病、麻疹、エボラ出血熱）などを追加したことによって、現実的に流行している感染

症への対応を通して技術を伸ばしたばかりでなく、ベトナム側研究所の自信と意欲を著し

く高めることができた。 
 

（4） プロジェクトによる研修を通して各検査機関の診断能力が大きく向上し、エボラ出血熱

や中東呼吸器症候群、手足口病などの新興感染症に係る早期診断・迅速対応が可能となっ

た。 
 

（5） バイオセーフティや GMT に必要な知識、技術、経験に加え、業務に対する真摯な姿勢

についても考慮する形で日本人専門家は注意深く選ばれており、ベトナム人 C/P に対して

彼ら自身の規範や態度を新たにするという好ましい影響を与えた。 
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したがって、本プロジェクトは延長せず、予定どおり終了することを提言する。 
 

３－６ 提言 

終了時調査結果を踏まえ、以下の点に関して提言を行った。 
 

（1） 本プロジェクトを通じた RI 及び PCPM 職員への研修機会の提供により、各機関の技能

の向上だけではなく機関間のネットワークが強化された。この成果を持続させるため、

MOH 及び各機関（NIHE、RI 及び PCPM）は、プロジェクト終了後も職員に十分な頻度の

研修機会が提供できるよう、そのための予算を確保する。PCPM は必要な予算を把握し、

予算の配分を司る人民委員会と保健局へその情報を共有する。 
 

（2） 各 RI は、研修の成果が維持されるように各 PCPM に対しモニタリングや助言を行い、

常時研修のニーズや課題を把握するように努める。 
 

（3） 技術と予算の面から可能な RI や PCPM は、より高いレベルの検査技術やそれに必要な

機材を導入することが推奨される。一方、独自にメンテナンスや部品の交換をすることが

困難であり、複雑かつ高価な機材を有している RI 及び PCPM は、必要に応じて簡便な検

査方法と機材を活用し、持続的かつ安定性のある検査を実施できるよう検討する。 
 

（4） プロジェクト実施期間中にラオス、カンボジアを招いて開催されるシンポジウムでは、

情報共有のみならず、周辺国との国際協力の可能性について（周辺国のニーズ、双方の国

にとっての利益等）話し合うことが期待される。 
 
３－７ 教訓 

（1） RI の機能強化や TOT により、較正にかかるサービスの提供など、RI が PCPM を支援す

る体制が強化された。このことから、国家の中核となる検査機関の能力強化は、他の検査

機関へポジティブな波及効果を生むといえる。 
 

（2） 流行している疾患や、国際的な緊急対応が必要となる疾患を、プロジェクト期間中に研

修の対象に加えたことが、ベトナム側の迅速な検査体制の向上、モチベーションの向上に

つながった。時に応じて変化する国の実情に合わせ、プロジェクトのスコープに自由度を

もたせたことが、C/P の能力強化につながったといえる。 
 

（3） プロジェクトが実施する検査能力の向上を目的とした研修や技術移転では、特定の病原

体検査だけに適用される特殊な技術ではなく、他の検査にも応用できる基本的な理論の習

得に努めた。このことにより、修得した技術を他分野にも応用できる自立発展的な人材が

育成された。 
 
 
 
 




