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ラオス国公衆衛生プロジェクトの概要
野崎宏幸
琉球大学医学部附属沖縄・アジア医学研究センター

はじめに
ラオス国公衆衛生プロジェクトは,社会主義体制のもとで
積極的な開放政策を進める同国に対して,日本国が保健医療
分野における支援を約束したことに始まる.プロジェクトは
ラオス国の公衆衛生を基盤とした総合的保健衛生サービスの
普及と向上,感染症の雁息率及びこれによる死亡率の低下を
目標に掲げ,支援機関には琉球大学医学部と国立国際医療セ
ンターがあたり, 1992年10月より技術指導が開始されること
になった.
本プロジェクトの技術協力期間は,当初5年間の予定であっ
たが,さらに技術移転の成果を確実なものにするためにラオ
ス国からの要請にもとづき1年間延長となり,計6年間の協
力となった.協力活動は,上記目標を達成するために,モデ
ル県としたカムワン県でのPHC活動のみならず,国立衛生疫
学研究所(NIHE)を中心とした全国展開のポリオ撲滅・拡大
予防接種(Expanded program on immunization: EPI)
活動.国立衛生疫学研究所(NIHE)およびマラリア・寄生虫
病研究所(IMPE)の疾病監視(サーベイランス)機能の強
化.保健省および各研究所の機材保守管理部門の強化など,
多岐にわ‑たる活動となった.
要請の経緯
周知のごとく,世界の冷戦構造の崩壊は多くの社会主義国
に激変をもたらし,とりわけこれらの国々における経済的危
機には深刻なものがあった. 1975年の社会主義革命以来,氏
主共和制を施いてきたラオス国も,世界の後発発展途上国
(最貧囲)に属し,平均寿命が50歳台前半で,乳幼児死亡率や
妊産婦死亡率も非常に高く,各種感染症になお苦しんでいる.
そうしたなか,わが国外務省はWHOとの定期協議において協
力開発調査団を合同で組織することに合意し,その調査対象
国のひとつにラオス国を選んだ. 1989年9月には3カ月にわ
たる感染症基礎調査が実施され,同国における衛生・保健医
療事情が詳細に調査された.折しも1990年に当時の中山外務
大臣がラオスを訪問し,開放政策を進める同国に対して積極
的な民主化支援を約束したことが契機になり,翌年には外務
省とWHOによる合同コンタクト調査(プロジェクト・ファイ
ンデイング調査)が組織された.この調査結果をもとに,同
年7乱 ラオス国よりプロジェクト方式による保健水準向上
技術協力がわが国に対して正式に要請された.これを受けて,
その実施機関である国際協力事業団(JICA)医療協力部では
プロジェクトの国内支援機関の検討に入り,その意向を本学
部に打診してきた.翌1992年1月,プロジェクトの具体的内
容についてラオス側と協議するための事前調査団がWHOと合
同で組織され.本学から2名の教官がこれに参加することと
なった.同年4月には,本学医学部長(当時)を団長とする
実施協議調査団が派遣され,ラオス側との間で正式調印

(Record of Discussion: R/D締結)を行ってプロジェクト
がスタートした.
プロジェクト概要
本プロジェクトの概要を分かりやすく箇条書きにて以下に
示す.
1) R/D署名1992年4月1日
2)協力期間1992年10月‑1998年9月
( 1年間の延長期間を含む)
3)相手側実施機関 保健省(Ministry of Health: MOH)
カムワン県保健局(Khammouane Pr0‑
vincial Health Office)

国立衛生・疫学研究所(NIHE)
国立マラリア・寄生虫病・衛生昆虫学
研究所IMPE
4)日本側協力機関 琉球大学医学部
国立国際医療センター
5)プロジェクト目標
pHC活動, EPI,ならびに感染症対策(ウイルス,細菌,
寄生虫病)の強化のための活動基盤を確立する̲ことを目指し,
具体的には以下の活動目標を設定した.
(1)すべてのレベルの包括的保健医療サービスの提供と利用
を改善すること.
(2)ポリオを含む重要な伝染病による雁息率と死亡率を減少
させること.
(3)その他のPHCを支える活動を推進すること.
(4)保健計画,運営および情報システムを強化すること.
6)プロジェクトの協力活動計画と協力内容
(1)カムワン県をモデル地域としたPHC向上のための県・郡
レベルの保健衛生機関の活動強化.
(2)PHC従事者の養成.
(3)EPI活動の全国展開と,これをエントリーポイントとした
PHC活動の推進.
(4)サーベイランス・システム等を含めた感染症予防対策の
策定.
(5)IEC (情報,教育,コミュニケーション)を用いた住民
参加型地域衛生活動の強化.
(6)中央,地方におけるNIHE, IMPEの検査技術のレベルアッ
プ.
活動計画にそってPHC部門,感染症対策部門(ウイルス,
細菌,寄生虫分野), EPI部門,機材保守部門が設けられ, PHC
部門と感染症対策部門は琉球大学医学部が, EPI部門は国立国
際医療センターが担当して活動が進められた.また, R/.Dのマ
スタープランでは日本とラオス政府の間だけでなく, WHOと
の密接な連携のもとでプロジェクトが進められることで合意
された.本プロジェクトの組織図を図1に示す.
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表1専門家派遣,研修員受入れ実務
年
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9)機材供与
総額3億5千万円
10)調査団等派遣
1991年1月 事前調査(2名)
1992年3月 長期調査(2名)
1992年3月 実施協議(3名)
1993年7月 計画打合わせ(3名)
1994年9月 計画打合わせ(3名)
1995年12月 巡回指導(2名)
1997年3月 終了時評価(5名)
1998年8月 終了時評価(延長) (3名)
( ) :本学医学部からの参加者数

≡ =] 一地域病院 ‑

プロジェクト活動内容
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‑
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図1 ラオス国公衆衛生プロジェクト組織図
中央のNIHE, IMPEの機能強化を中心とする感染症対策とモデ
ル県における地域保健活動を本学医学部が支援し.他に全国展開の
予防接種拡大計画(EPT)を国立匡l際医療センターが担当した.ま
た,本プロジェクトではWHOがアドバイザーとして密接な連携を
とったことに特徴がある.

7)専門家派遣
日本から派遣された専門家の数を長期派遣( 1年以上)と
短期派遣別に表1に示した.長期専門家は,初年度からPHC
部門, EPI部門, NIHEのウイルス分野に, 2年度からは細菌
分野にも派遣され, 3年度には機材保守部門, 4年度からは
IMPEの寄生虫分野にそれぞれ長期専門家が派遣された.ま
た, 5年度にはPHC部門に巡回診療チームが新設された.各
部門,分野別の専門家派遣実績は以下の通りである.
チーフアドバイザー(長期3名,短期2名);コーディネー
ター(長期2名;PHC部門(長期7名,短期11名);ウイル
ス分野(長期2名,短期6名);細菌分野(長期2名,短期8
名) ・,寄生虫分野(長期1名,短期10名) ;EPI部門(長期3
名,娃期9名);機材保守部門(長期1名,短期3名)
8)研修員受入れ
プロジェクト期間中に日本に受入れた研修員数は22名にの
ぼる.その内訳は, PHC部門5名,ウイルス分野,細菌分野,
寄生虫分野が各3名, EPI部門5名,機材保守部門2名であ
る.他に高官研修として1名をMOHから受け入れた.このう
ち本学医学部が受け入れた研修生は,高官研修1名を含むPHC,
感染症分野の15名にのぼる.

部門別の具体的活動内容は,個々の派遣専門家の報告にゆ
ずり,ここではその概要のみを示す.
1)公衆衛生(PHC)部門
活動拠点:カムワン県/郡保健局,ヘルスポスト,村落
活動内容:
a)基礎調査:保健基礎調査(1992‑1993),世帯調査
(各年), 22指標による保健調査(1997)
b)基盤整備:県/郡間の無線機設置(1993),探井戸掘
削機械導入(草の根無償援助, 1994),ヘルスポスト
の改修(応急対策費), PHC訓練センター新嘗(草
の根無償援助, 1996
C)人材育成:県/那/ヘルスポストスタッフ, village
healthworker (VHW)のトレーニング(図2)
d) PHC活動: PHCの8要素の展開
(必須医薬品回転資金システム,初期治療,健康教
育,主要感染症コントロール,環境衛生整備と安全
水の供給,母子保健活動,栄養改善,予防接種)
2 )感染症対策部門
ウイルス分野
活動拠点: NIHE,病院検査室
活動内容:
a) NIHEウイルス部門の充実
b)カムワン県病院検査室の機能強化
C)デング熱,日本脳炎に関する調査
d)検査室トレーニングコースの開催(デング熱,日
本脳炎)
細菌分野
活動拠点: NIHE,病院検査室
活動内容:

野

崎

宏

幸
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図3 プロジェクト終了時の合同評価(合意文音の署名)

活動拠点:保健省(MOH)
活動内容:
a )各施設,部門への供与機材の設置と保守管理
b )保健省の機材保守部門への技術移転と強化
プロジェクト評価と今後の発展

図2 村落のヘルスワーカー
血圧測定指導)

VHW

の養成(派遣看護婦による

a ) NIHE細菌部門の充実
b )カムワン県病院検査室の機能強化
C)下痢症,コレラ流行に関する調査
d)検査室トレーニングコースの開催
寄生虫分野
活動拠点:IMPE,県マラリア・ステーション,郡マラ
リア・センター

活動内容:
a) IMPEの充実
b)カムワン県マラリア・ネットワークの強化
C)マラリア感染状況の調査,およびマラリア予防モ
デルプログラムの展開
d)消化管寄生虫病の調査,およびタイ肝吸虫感染予
防対策の展開
3)拡大予防接種(EPI)部門
活動拠点: NIHE,県/郡保健局(全国展開)
活動内容:
a)予防接種サービスの提供
b)サーベイランス,特にポリオを含む急性弛横性麻痔
(AFP)の疾患監視
d)トレーニングとワークショップ

4 )機材保守部門

プロジェクトの終了にあたり, 2度の評価調査団派遣によ
るプロジェクト評価がラオス側と合同で行われた(図3).そ
の合意にもとづく評価の概要は以下のとおりである.
(1)6年間にわたるプロジェクト活動により. R/Dにあるプ
ロジェクトの当初目標はほぼ達成された.
(2)モデル地区のPHC活動に関しては,その組織基盤整備,
人材育成は高い達成度を示し,また,必須医薬品回転資金シ
ステム,安全な飲料水の碓保,簡易トイレ普及活動,巡回診
療活動などにおいても高い成果を得た.本プロジェクトを通
じてカムワン県にでき上がりつつあるPHCモデルを,今後,
日本の援助で新営されたPHC訓練センターを活用して全国展
開する方針をラオス政府は打ち出した.そのためには, PHC
にかかるナショナルポリシーを早急に策定する必要があるが,
日本政府は引き続き第2回研修のかたちでこのPHC訓練コー
スを支援している.
(3)感染症対策部門では,中央の研究所(NIHE, IMPE)へ
の技術移転,機能強化はほぼ当初計画にそって達成された.
これらの研究所における感染症の検査,診断技術は大幅に向
上したと判断される.他方, NIHEにおいては,これらの技術
と知識が流行性疾患に関する全国的なサーベイランスシステ
ムに応用,機能するには至っていない. IMPEでは強化され
たマラリアネットワークを通じてマラリアのサーベイランス,
予防プログラムを進める体制はできつつあるが,その最終的
な評価にはまだ時間を要する.特にマラリア対策では,引き
続き草の根無償援助等によるIMPEの研究機能の整備,昆虫
研究室の新営, 3県でのマラリア訓練センターの建設などが
進められており,薬剤塗布蚊帳の配布によるマラリア予防プ
ログラム(子供の健康に関する無償援助)が本プロジェクト
の延長として開始された.本医学部では,これに専門家を派
遣するとともに,文部省の海外学術研究をこれに絡ませて,
引き続き支援を進めている.
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(4)EPI部門は,全国展開型の予防接種拡大事業が効果をあげ,
著しい予防接種率の向上が見られた.しかし.西暦2000年内
でのポリオ根絶に向け,引き続きラオス国小児感染症予防プ
ロジェクトを新たに立ち上げ,活動を発展させつつある.
(5聯邑材保守部門は,草の根無償援助で保健省内に新設され
た機材保守部門がナショナルリファレンスセンターとして機
能するために,本プロジェクト後も引き続き専門家が人材育
成にあたっている.
おわりに
ラオス国では,現在では農業,林業などの分野でも本格的
なプロジェクトがいくつか実施されるようになったが,本公
衆衛生プロジェクトがラオス国革命後の日本からの最初のプ
ロジェクト方式技術援助であったことは記憶されるべきこと
であろう.

本学からの専門家およびラオス倒カウンターパートが相互
理解と協力して進めたプロジェクト活動の結果,今後さらに
本学部,沖縄県,沖縄県医師会が協力して次期七夕チラート
病院改善プロジェクトが日本からの保健医療援助のひとつと
して引き続き実施されつつあることは意義深いことである.

参考資料
1)ラオス国公衆衛生プロジェクト 計画打合せ調査団報告
書.匡l際協力事業団医療協力部. 37pp, 1994.
2)沖縄県 国際保健医療協力(PHCを中心として)と地方
の役乱 国際協力事業臥IOOpp, 1996.
3)ラオス人民民主共和国 公衆衛生プロジェクト終了時評
価報告書.国際協力事業団医療協力部, 83pp, 1997.
4)ラオス人民民主共和国 公衆衛生プロジェクト終了時評
価報告書.匡l際協力事業団医療医療協力執259pp, 1998.

