
 

（様式１） 
２．事業の目的と概要 
（１）上位目標 対象地域のスラム居住区の住民の間で、結核の発見率・治癒率が向

上し、新たな発症が阻止される。 
（２）事業の必要性（背景） 
 

（ア）ケニア国における結核の現状と政策 
ケニア国は WHO が指定する結核高負担国 22 か国の一つであ

る。2012 年の罹患率は 10 万 人あたり 272 と世界で 13 番目に

高い（WHO, 2013）。また、免疫の低下する HIV 感染拡大に起因す

る結核との重複感染の増加により、1990 年代に比べて約 5 倍にあ

たる年間 10 万人（2012 年）の結核患者が発生しており、ケニア

国において結核対策は急務の課題となっている。このような中、ケ

ニア保健省は国家保健セクター戦略計画（2013-17 年）で結核対策

を最重要課題の一つと位置付けており、結核対策 5 か年計画

（2011-15 年）でも患者発見、検査 及び診断、治療体制の強化を主

要課題としている。 
2010 年 3 月に制定された新憲法に基づき、8 州 12 保健行政区

に区分されていた地方行政区分は 47 地方行政区（County）に再編

され、保健サービスも 2013 年 7 月の新年度より地方行政区政府

により実施されることとなった。結核のモニタリングに関しては、

これまで 8 州（12 の保健行政区）が管轄の各県のデータを取りま

とめて報告していたが、分権後は 47 の各地方行政区が保健省結核・

ハンセン病・肺疾患課への報告を行うこととなった。 
 

（イ）事業対象地（カンゲミ）における結核対策の必要性と現状 
我が国の「対ケニア共和国 国別援助方針」では、重点分野の１つ

である保健・医療に関し「貧困層、地方における保健医療サービス

へのアクセス向上を図る」とされているが、ケニア国保健省の結核

対策方針においても、スラムなどでは貧困や社会的地位の低さから

保健医療サービスへのアクセスが悪く人口密度も高いことも相まっ

て結核負荷が高くなっていることが指摘されている。スラム居住区

の結核有病率は国の平均の 2 倍以上であると推定され、その上、結

核に対する偏見・差別が非常に強く、スラム居住区の結核患者の保

健医療サービスへのアクセスをさらに困難にしている。 
ナイロビの 8 地区の１つであるウエストランド地区にあるカンゲ

ミは、人口約 30 万人（男性 14 万 7000 人、女性 15 万 3000 人）の

スラム居住区である。植民地時代にできたナイロビで最も古いスラ

ムの一つであり、多くの住民は移動せずに住み着いている。カンゲ

ミの結核患者の正確な数は把握されていないが、少なくとも 1600
人以上はいると推計され（国の平均有病率 272／10 万（816／30 万）

の 2 倍として 1632／30 万）、カンゲミは、ナイロビの中で結核の負

荷が最も重い地区のひとつとなっている。カンゲミ唯一の公的保健

医療施設である「カンゲミ保健センター」（20 床）は、抗レトロウ

イルス薬治療、家族計画、HIV カウンセリング・検査、及び予防接

種を提供しており、Waruku、Kangemi Central、Kibagage の３つの

コミュニティ・ユニット（CU）を管轄している。現在同保健センタ

ーの敷地内には結核診断室と再診者用医薬品配布室の 2 つの部屋か

らなる結核クリニックが併設されているが、保健省の予算不足から、
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現在結核診断室の屋根が壊れ、再診者用医薬品配布室で結核の診断

も行われている。さらに建物の外の空きスペースが患者の待合場所

となっているが、この場所は保健センターの入り口に面しており、

同保健センターの全ての患者が通る場所となっている。従って、感

染予防および患者のプライバシーや人道的配慮の観点からも、結核

クリニック専用の待合室を設けることは急務であり、現地保健省か

らも強い要望がある。本事業における結核クリニックの修繕（患者

用待合室の設置と屋根が壊れて使用されていない結核診断室の改

修）は、現地保健省ともその必要性や機能性を十分に協議した上で

計画されたものである。 
カンゲミの 3 つの CU には各 25 人（合計 75 人）のコミュニティ・

ヘルス・ボランティア（CHV）が設置されており、コミュニティ・

ユニット（CU。1 次レベル保健医療サービス。人口 5000 人を管轄）

のコミュニティ保健戦略（CHS）に則って活動しており、各 CHV
は 20 世帯を担当している。25 人の CHV 毎に 1 人のコミュニティ・

ヘルス・エクステンション・ワーカー（CHEW。保健省の職員で、

看護または公衆保健の専門性を有する）がおり、CHV の管理と技術

支援を行っている。CHV は村の代表が開催する会合で選ばれるの

で、無給ながら強い責任感と義務感を持って地区の保健衛生環境の

向上に取り組んでいる。通常コミュニティ保健戦略ガイドラインに

則って採用され、3 日間の研修を受けて活動するが、スラムなどの

地域では資金不足や体制整備不足により CHV の十分な研修が行え

ていない。特に、結核に関する専門的な知識には乏しく、現在 DOTS
（直接監視下短期化学療法。定期的な患者の服薬を直接医療関係者

が確認し、長期にわたる服薬治療を完遂させるシステム）や薬剤配

布などの治療サポートは行っているが、知識を必要とするコミュニ

ティに潜む未治療患者の発見や日頃の結核啓発・教育活動にはほと

んど及んでいない。本事業では、このような既存の地元の人的資源

（CHV および CHEW）を最大限に活用して、スラム居住区におけ

るコミュニティ主体の結核予防・啓発活動の拡大を支援する。 
 
（ウ）JICA 案件との補完性 
JICA は「ニャンザ州保健マネジメント強化プロジェクト」の後続

案件「ケニア国地方分権下におけるカウンティ保健システム・マネ

ジメント強化プロジェクト」で、各地方行政区（カウンティ）の保

健マネジメントチーム（CHMT）のマネジメント能力強化を図る予

定である。また、2014 年 9 月に終了の「コミュニティ・ヘルス戦

略強化プロジェクト」では、 保健省の能力強化を通じた CHS の普

及促進の一環として、CHV 研修マニュアルの改定支援を実施してい

る。本案件は、このような JICA の国・地方行政区レベル（地方分

権化）やコミュニティ・ヘルスへの支援を補完し、JICA 事業の成果

も踏まえてカンゲミのスラム居住区においてその成果を住民に近い

レベルにまで波及させるものでもある。 
（３）事業内容 
 

本事業は、ナイロビ市内のカンゲミという大規模なスラム居住区

の住民が結核予防・対策へ主体的にアクセスできるようになるため

に、コミュニティ主導による結核予防・啓発活動の拡大を支援する
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3 年間のプロジェクトの 1 年次の事業である。なお、申請は単年度

ごとに行う。具体的には、以下に述べるように、元結核患者を中心

とした CHV に対し結核予防・啓発活動の技術研修や、CHV の活動

への支援及びモニタリングを行うのと同時に、住民に最も近い結核

クリニックの施設整備を行うことで、住民が必要なサービスを利用

するようになることを目指す。 
現地事情に精通する NGO 団体 KANCO（4.(2)参照）と連携して

事業を進め、日本リザルツは現地に常駐スタッフを 1 名以上配置し

て事業全体の指揮を執る。日本リザルツがコミュニティに潜む未治

療患者発見のための啓発や結核教育などのアドボカシーを監督・実

施し、KANCO が患者の DOTS やクリニックでの薬剤配布など、現

在 CHV が行っている治療サポート活動を行うことで役割分担をす

る。 
2 年次には、CHV を各 CU で既存の 25 名にさらに 25 名追加し

て、3 地区全体計 150 名に増員してカンゲミの住民を対象とした結

核予防・啓発活動の大規模な拡大のモデルを構築し、3 年次には、

ナイロビ市の他の主なスラム居住区である、キベラ、マタレ、リル

タでのモデルの適用・検証を行い、結核クリニックの施設整備の可

能性も検討する。上記をもってケニアのスラムにおける結核分野の

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジのモデルを確立する計画である。 
 
１．カンゲミ保健センターに併設されている結核クリニックの施設

改修 
 2（2）（イ）で述べたように、現在急務となっている、①結核ク

リニックの患者専用の待合室の設置と、②屋根が壊れて使われてい

ない「結核診断室」の改修を行う。これにより、新たな結核患者の

適切な対応を行い、患者間の結核の感染のリスクを低減することが

できる。また、人道的見地からも結核患者が他の患者と会わなくて

すむようになるため、結核クリニックを気兼ねなく利用できるよう

になり、特に結核患者に対する偏見差別が強い中、利用者が増加す

る（他の事業で、結核患者が普通の患者と会わないようにしたら、

診察に訪れる患者が増えた事例がある）。さらに CHV の活動の一環

として、改修事業の一部として設置される待合室を有効活用し、教

育・啓発活動やポスターの掲示をしたり講習会を開催したりして、

結核治療を完了することの重要性などを結核患者に伝える。結核知

識の小冊子（非識字者にも対応できるよう、絵を多用したもの）な

どを作成・配布し、住民同士でそれを共有してもらうよう呼びかけ

る。 
 
２． CHV 及び CHEW を対象とした結核予防・啓発活動の技術研

修 
・各コミュニティの既存のCHV（25名Ｘ3 CU、計 75名）及びCHEW
（1 名Ｘ3 CU、計 3 名）を対象とした、次の技術に関する研修の実

施および研修マニュアル作成：①住民に向けた結核予防・啓発活動、

②偏見・差別の軽減及び対処、③地域のメディア等を巻き込んだ一

般市民・現地住民への啓発活動、④地方行政区レベル以下の行政及
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びステークホルダー（知事、地域保健委員会、長老、市民団体・NGO、

ドナー、地域メディア等）への、スラム居住区住民の結核に関する

実情・ニーズ等の情報提供・プレゼン 
・研修の最後に、各 CHV が自分の年間活動計画を作成する。 
 
３．上述の研修で習得した技術を活かした、CHV 及び CHEW によ

る結核予防・啓発活動の拡大及びモニタリング支援 
・上述の各 CHV による年間活動計画の実施がコミュニティレベル

で可能となるための支援を呼びかけるため、マルチステークホルダ

ー（知事、地域保健委員会、長老、市民団体・NGO、ドナー、マス

コミ等）会合を開催（各出席者からカンゲミの結核対策強化の制度

づくりへの支援を得る）。 
・CHV の年間活動計画に対するモニタリングの実施。CHV の管理

と技術支援を行う CHEW の役割を明確化し、彼らとともに CHV の

活動を監督。 
・CHV の活動進捗報告及び CHV からの情報提供・プレゼンを行う

ための、四半期毎（年 4 回）のマルチステークホルダー会合の開催 
・各コミュニティにおける、住民主導の「世界結核の日」のイベン

トの開催（3 月 24 日を目途に年 1 回開催）。 
・上記機会を通じ、国や自治体に対して、スラムにおける結核対策

体制の整備やクリニックの機材整備などの予算拡大に向けた働きか

けを行う。この際に、白須の日本におけるアドボカシー活動の知見

とストップ結核パートナーシップ日本理事としてのネットワークを

駆使して、ステークホルダーとの関係構築の指導を行う。 
 
４．事業の成果を図るための調査の実施及び結果の活用 
・現在カンゲミ地区の結核感染率、結核知識、偏見に関する正確な

調査結果は存在しない。本事業を通じてそれらのデータを得る標本

調査を実施する。また、本事業の成果を測るために事業開始時にベ

ースライン調査、終了時にエンドライン調査を実施し、その比較分

析を行う。 
・比較分析結果の発表をマルチステークホルダー会合で行う。 
・比較分析結果を学術誌等に投稿する。 
 

（４）持続発展性 本事業は、元結核患者を中心とした結核予防・対策に関して高い

意識を持って既に活動している CHV を対象にしており、また維持

管理体制については CHV を育成すること、および行政の関与を促

すこと、さらに KANCO（4. (2) 参照）と連携・協力体制を確立す

ることにより確保する。リザルツの長年の経験を基にデザインされ

た啓発活動の能力強化を受けた CHV は、住民や地域メディア、行政

など様々の層のステークホルダーを巻き込みながら、自分の活動を

自立発展させていくことができる。そして、CHV の活動により結核

対策の重要性が住民にも強く認識されるようになるので、住民によ

る自発的予防・対策や、行政、地域メディア等ステークホルダーの

動員が、さらに発展・拡大していくことが期待される。 
 （５）期待される成果と成 ＜事業目標＞ 
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果を測る指標 対象地域のスラム居住区で、住民を対象とした結核予防・対策サー

ビスが拡充され、同時に住民一人ひとりの結核に対する意識が向上

して偏見・差別が軽減し、住民主体の予防・対策が推進される。 
・直接的裨益者：CHV75 名、CHEW3 名・間接的裨益者：カンゲ

ミの推定結核患者約 1600 人およびカンゲミの人口約 30 万人 
 
成果 1：カンゲミ保健センターに併設されている結核クリニックの

結核診断室が改修され、また結核患者の待合室が設置されることに

より、①クリニックを利用する結核患者が増える、②結核患者を対

象とした教育・啓発がクリニックで行われるようになる。 
指標 

 CHV によって発見された結核の疑いがある人および結核患者

のクリニック利用率が 90%以上になる。 
 クリニックに来院した患者の 90％以上が治療をスケジュール

通りに受ける。 
 CHV によって発見された結核の疑いがある人および結核患者

で「人目を気にして」クリニックへ行かない人がゼロになる。

待合室に結核患者を対象とした教育的ポスター1 セットが設置

され、来院者が触れる機会が増大する。 
 待合室で、CHV が月 2 回以上教育・啓発活動（講義、チラシ配

布など）を行い、クリニックに来院した人の 80%が教育・啓発

を受ける。 
指標の確認方法 

 ベースライン調査/エンドライン調査 
 結核クリニックにおける CHV の活動記録（クリニックなどにお

ける来院者等への教育・啓発活動の回数および内容、チラシ配

布数） 
 結核クリニックの記録（来院患者数、患者の治療経過記録、啓

発活動参加者記録） 
 
成果 2：CHV が結核予防・啓発活動のスキルを習得し、実践できる

ようになる。 
指標 

 CHV、CHEV の結核および結核啓発活動に対する知識が向上し、

研修終了後の試験で 80%以上の得点を獲得する。（目標点以下

の人がいる場合には、補習を行い、80%を獲得できるよう指導

する。） 
 研修を受けた各 CHV が毎月 20 世帯以上を対象に結核予防・啓

発活動を行う。 
 研修を受けた CHV が分担してカンゲミ・コミュニティ・ラジオ

（Mtaani radio 等）等のマスコミに毎月 1 回以上情報提供・提

案する。 
 研修を受けた各 CHV が四半期ごと（年 4 回）のマルチステー

クホルダー会合で進捗発表・情報提供・提議を行う。 
 研修を受けたCHEW がCHVの管理と技術支援の観点からCHV

活動モニタリングに参加する。 
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指標の確認方法 

 研修記録 
 CHV の活動・活動モニタリング記録（記録項目：担当世帯記録、

メディア活動記録など） 
 CHEW の活動記録（記録項目：CHV の評価、担当地区統計） 
 マルチステークホルダー会合の記録（日本リザルツが報告書取

りまとめ） 
 

成果 3：住民が結核に関する正しい基礎知識を身に着け、結核に対

する偏見・差別が軽減し、自発的に結核予防/対策を行い、必要なサ

ービスを利用するようになる。 
指標 

 クリニックに来院した人および家庭訪問を実施した家庭を対象

に、結核知識のアンケート調査を実施し、80％の住民が結核の

基礎知識を身に着ける。クリニックに来院した人および家庭訪

問を実施した家庭を対象に、結核への偏見に関するアンケート

調査を実施し、結核患者に対する偏見を持ち差別を行う住民が

75％減少する。 
 活動対象地域の各コミュニティで 1 万人以上の住民が CHV が

実施する結核啓発関連イベントに 1 回以上参加する。（イベント

参加人数を確認） 
 CHV によって発見された結核の疑いがある人および結核患者

のクリニック利用率が 90%以上になる。 
 クリニックに来院した患者の 90％以上が治療をスケジュール

通りに受ける。 
指標の確認方法 

 ベースライン調査/エンドライン調査 
 CHV の活動・活動モニタリング記録（記録項目：担当世帯記録、

イベント参加者記録） 
 結核クリニックの記録（結核診断数の向上を確認、患者の治療

経過記録） 
 
成果 4：CHV からの情報および調査結果に基づき、ステークホルダ

ーによるスラム居住区向けの結核予防・対策への支援・コミットメ

ントが向上する。 
指標 

 成果 2 を通じた CHV のステークホルダーに対する働きかけに

より、カンゲミ地区の 30 万人へ発信されるスラム居住区向けの

メディア（カンゲミのコミュニティラジオ Mtaani radio 等）も

しくは一般のメディアを通じて月 1 回以上、スラム居住区の結

核が報じられる。 
 マルチステークホルダー会合へ複数セクターからの招待者が継

続的に参加する。 
 マルチステークホルダー会合で標本調査結果および本事業の成

果（ベースライン調査、エンドライン調査結果、その比較分析）

等を基にした、政策や介入決定のための科学的根拠に基づく議



 

（様式１） 

（ここでページを区切ってください）

論が行われ、参加者がスラム居住区の結核予防・対策へのコミ

ットメントを表明し、明文化される。 
指標の確認方法 

 プロジェクトによるメディア報道の記録 
 マルチステークホルダー会合の記録 

  


