
較してみようということでした。
今回は5カ所の村で計1,000人の調査を
実施したわけですが、6年前の疫学調査
では感染率が20～30％、多い時には
50％を超えるような地域だったにもか
かわらず、今回の調査では熱帯熱マラ
リア感染者は一人も確認されていませ
ん。検査はディップスティック法とい
う、血液を用いた診断キットと、顕微
鏡による観察の両方を行いました。
私たちが現地調査を実施する1カ月ほ

ど前に、実は別の研究グループがほぼ
同じ地区の別の村に入り、調査を実施
しているんですが、結果については
「感染率は1％以下」だったという報告
を受けています。こうした結果を踏ま
えると、5～6年前に比べ、マラリアの
感染率が激減していることは事実です。
では、何故減っているのか。やはり

蚊帳を配布していることが大きな要因
になっていると思います。次回の調査
では、蚊の生態系やその種類と分布状
況などを雨期と乾期に分けてそれぞれ
調べ上げ、感染率が激減した要因につ
いて、さらに考察を深めてみたいと思
っています。

カムワン県全体としては、ほ櫻田

生状況の改善
を図り、マラ
リアを含む感
染症対策を充
実させていく
ものです。と
くに私たちの
教室では、これまでタンザニア、ケニ
ア、ガーナからマラリア対策関係者を
受け入れており、当大学で医学博士の
学位を取得し、帰国後、さまざまな形
で活躍しています。一昨年からはカン
ボジア、昨年からはラオスからそれぞ
れ留学生を受け入れています。
ラオスの留学生は現地のマラリア・

センターに所属しており、中南部のカ
ムワン県でマラリア疫学調査を進め、
研究を深めたいという希望を持ってい
ます。同国に対するマラリア対策協力
としては、1999年から蚊帳の配布を始め
ており、JICA、JICS、そして琉球大学
医学部などが関与しています。そのカ
ウンターパートとして、今回留学生を
受け入れました。

現地における蚊帳の配布状況
とその効果についてお聞かせください。

調査したカムワン県では2004
年の時点で、すでに多くの地区に蚊帳
が行き渡っています。今回の調査の狙
いは、1999年から行われてきた活動報告
や論文、また琉球大学から提供してい
ただいた当時の血液試料を用いて、マ
ラリア原虫の薬剤耐性遺伝子の分析な
ども含め、当時と現在の感染状況を比

江藤

櫻田

座談会出席者
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日本政府は、マラリアを重点協力対策疾患の一つに位置づけ、これまで継続的に支援事業を実施している。とくに近年、この分野
で注目を集めているのは蚊帳の効果的な配布で、ラオスなどでは感染者激減の大きな要因として蚊帳の使用が指摘されている。
同国に対する「マラリア対策計画」の調達監理業務にあたったのが（財）日本国際協力システム（JICS）だ。ラオスにおけるマラリア
対策案件の現状とその効果の調査にあたっている東京女子医科大学の小早川隆敏教授、同じく江藤秀顕助教授を交え、蚊帳の配
布を主体としたマラリア対策の効果と課題、一方で急激に拡散する耐性マラリアへの戦略的な対応などを関係者が話し合った。

注目される蚊帳の配布による
感染者の激減
急激に拡散する耐性マラリアへの対応が今後の課題に

J ICS特別座談会 ～マラリア対策の現状と効果、そして今後の戦略を探る

マラリア感染率の激減と
蚊帳の配布

世界保健機関（WHO）などの
統計によると、近年、マラリアは減少
傾向にあるものの、依然、年間に3億人
から3億5,000万人が感染し、100万人以
上が死亡しています。その8割はアフリ
カに集中していると言われていますが、
一方で東南アジアについては感染率、
死亡率ともかなり改善されてきている
状況にあります。私たちJICSは1998年度
と2001年度、ラオスに対する「マラリ
ア対策計画」の調達監理業務を担当し
ており、蚊帳にとどまらず、予防薬や
検査試薬などの調達を推進しました。
蚊帳に関しては、この2回の協力で15万
帳を調達しています。ただ、この種の
協力については、具体的な効果の測定
なり、評価が十分行われてきたとは言
えません。
そのような状況にあって、東京女子

医大の小早川先生および江藤先生が、
昨年夏から現地調査にあたられていま
す。まず、東京女子医大国際環境・熱
帯医学研究室の国際協力に対する取り
組みなどからお聞きしたいのですが…。

私たちの教室では、2000年か
ら国際協力機構（JICA）の長期研修員
を受け入れており、3年間にわたりさま
ざまな研修を行っています。このコー
スの目的は、開発途上国の医学系研修
員の教育・訓練を通じ、自国の公衆衛

江藤

櫻田

東京女子医科大学　国際環境・熱帯医学教室主任教授

東京女子医科大学　国際環境・熱帯医学教室助教授

独立行政法人国際協力機構（JICA） 無償資金協力部長

（司会）（財）日本国際協力システム 専務理事

小早川 隆敏 氏

江藤 秀顕 氏

中川 和夫 氏

櫻田 幸久 氏
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江藤 秀顕 氏 中川 和夫 氏 櫻田 幸久 氏小早川 隆敏 氏

ぼ100％蚊帳は配布されているのです
か。

実は交通事情などの問題から、
十分行き渡っていないところも何カ所
か残っており、次回は是非そういうと
ころを回って状況はどうなっているか、
調べたい。その上で本当の結果が導き
出せるのかな、と考えています。

懸念される
耐性マラリアの拡散

蚊帳にもさまざまな種類があ
るようですが、タイプによって効果も
違ってくるのでしょうか。

1999年当時、ラオスで実際に
蚊帳を配布した関係者に聞いてみると、
都会からアクセスが良いところについ
ては薬剤を塗布していない普通のネッ
ト、1年に1回行けるかどうかという辺
鄙な地区に関しては薬剤を塗布し、作
りも丈夫なオリセット・ネットを配っ
ているということでした。

江藤先生の方から報告があ
ったように、蚊帳の配布などにより感
染率が激減してくると、自然の流れと
して薬剤は徐々に使われなくなってい
きます。つまり薬剤プレッシャーは減
ってくる。現在、大きな問題になって
いるのは、耐性マラリアが地理的にか
なりの勢いで拡散しており、1992年に
開かれたマラリア・サミット開催時点
でそれ以前の9倍くらいに広がっている
ということです。
薬剤プレッシャーが減ってくると、

原虫の耐性遺伝子が徐々に元の野生型
に戻ってくるのではないかと、われわ
れは一種の期待感をもって今回の調査
に臨んだわけですが、感染者が一人も
出てこないことから、調べようにも調
べられなかったのが実情です。
蚊帳の効果に関しては、感染者激減

の要因が本当に蚊帳だけなのかどうか。
十分に配られていない地域はどういう
状況なのか。やはり、この辺をきっち
り押えないと明確に判断できないと思
う。最近の国際保健医療学会でも「蚊

小早川

江藤

櫻田

江藤

帳が必要条件になっていることは確か
であるが、社会インフラの整備などさ
まざまな要素も絡んでいる」という指
摘があったところです。

蚊帳の耐用年数については5年
とか、タイプによってはもっと長いも
のもあるようですが、ラオスに最初に
供与したものは、そろそろ使われなく
なってきているのではないか。ラオス
側がどう対応しているかという問題も
あると思いますが…。

衛生教育による住民意識が
どう向上しているか、それとコンプラ
イアンスの問題もあると思います。
1999年に行った調査と同じような形で、
再び調査する必要があると考えていま
す。

PHCにもとづいた
マラリア対策

ラオスに入った青年海外協力
隊員（JOCV）が、無償資金協力で供与
された蚊帳や殺虫剤、検査機材などが
有効に使われるよう、さまざまな啓発
活動を展開しているようです。とくに
山岳部にはラオス語を話せない少数民
族が居住していることから、紙芝居や
ビデオを作ったりして衛生教育活動を
実施しているということです。
単にモノを送るだけではなく、こう

した啓発、衛生教育活動などとの連携
はますます大事になってくると考えて
います。

JICAには技術協力プロジェ
クトや研修、さらにJOCVまでと、メソ
ドロジーは整っています。ところが、
総合的に調整したうえで機能が発揮さ
れていない面がある。いわば“虫食い”
みたいになっているんですね。ここが

小早川

櫻田

小早川

櫻田

問題だと思います。
JICAではこの分野に対してど

う対応していますか。
JICAでは、援助の効果的・効

率的実施の観点から、途上国における
開発課題を20数件にしぼり込み、各課
題について指針を作成のうえ、業務を
実施しています。その一つとして「寄
生虫症対策指針」を2001年に策定して
おり、そのなかで重点協力対策疾患と
してマラリア、フィラリア症、住血吸
虫症、土壌伝播寄生虫症の4疾患を明確
に位置づけています。では、具体的に
JICAとして何ができるのか。その実施
方針としては5項目を設定しています。
1つは人材育成と組織・制度の強化、

2つめは予防・治療の支援、3つめは地
域的アプローチの強化、4つめはプログ
ラム型アプローチの強化、そして最後
が住民参加ということです。地域的ア
プローチやプログラム型支援の強化と
なると、JICAはもちろん、日本単独で
はとてもカバーしきれるものではなく、
他ドナーなどとの連携が欠かせない。
また、プログラム型でアプローチして
いくとなるとマラリア対策だけを視野
に入れるのではなく、たとえば衛生状
況の改善など、住民の参加を仰ぎなが
ら、まさに総合的に進めていく必要が
あると考えています。
一方、マラリア対策に対する無償資

金協力については、1979年のパキスタ
ン「都市部マラリア撲滅計画（Ⅰ期）」
に対する殺虫剤などの供与を皮切りに、
これまで16カ国42件、金額的には187億
円という状況です。
供与を開始してから90年代の初めま

では、殺虫剤や薬剤散布器の調達・供
与が中心になっていましたが、その後、
耐性マラリアや薬剤散布による環境へ

中川

櫻田
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の影響などが出てきたことから、徐々
に方向転換が図られました。
91年以降は蚊帳の配布を中心に、公

衆衛生対策などとの組み合わせで協力
を進めています。そういう意味では、
課題別指針で指摘されているように、
「人間の安全保障」の観点からプログラ
ムを形成していく必要性が高まってい
ると思います。

WHOが1954年に「マラリ
ア撲滅宣言」を出した時は、徹底的な
薬剤散布による根絶活動が行われた。
92年のマラリア・サミットは、その反
省に立って開かれたものなんです。当
時、私はJICAの担当部長としてサミッ
トに参加しましたが、ここで出てきた
概念がPHC（プライマリー・ヘルス・
ケア）であり、この概念にもとづきマ
ラリア対策に取り組んでいこうという
方向が打ち出された。すなわち「早期
診断」、「早期治療」を基本に据え、予
防に関してはパーソナル・プロテクシ
ョンを重視する姿勢が強まったわけで
す。その中心が蚊帳になっているとい
うこと。
無償では蚊帳の調達・供与が主体に

なっているということですが、こうし
た背景は押さえておく必要があると思
います。

江藤先生はカンボジアの調
査・研究にも当たられるということで
すが、カンボジアの状況について教え
ていただけますか。

全体として見てみれば、マラ
リアはかなり減ってきている。いま残
っているのは、いわゆる森林マラリア
で、これが問題になっています。つま
り、森林労働者らが森に入り、そこで
マラリアに感染してしまうわけです。
それを予防するためには、どうすれ

ばいいか。森林労働者らはハンモック
を吊るして睡眠をとっており、現地の
マラリア・センターはそこに着目し、
ハンモックを覆うハンモックネット、
すなわちベッドネットの“ハンモック
版”に薬剤を塗布し、一昨年の冬から
実際に配布、使い始めています。

江藤

櫻田

小早川
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その効果については、まだ調査・分
析を行っていませんが、森林に近く、
実際に森に入る人の多い村では10％前
後の感染率があるのに対し、森林に行
かない人が多く居住する村の感染率は
1％以下との報告もあることから、この
ハンモックネットを有効活用すると、
カンボジア全体としてさらにマラリア
が減っていくのではないか、と期待を
もって研究しているところです。

注目される蚊帳のコミュニ
ティワイドユースの効果

さて、無償資金協力の調達監
理業務を推進するなかで、一つの課題
として認識しているのは、蚊帳を配布
した後のモニタリングシステムの整備
や啓発活動が非常に大切になっている
ということです。また、蚊帳にしろ薬
剤にしろ、その使い方をきちんと技術
指導していくことも必要で、それが安
全使用や資材などを長持ちさせること
につながっていきます。こうした一連
の仕組みを、たとえば感染症無償のな
かに位置づけていくことが重要になっ
ている。今後の課題などについて、ご
意見をいただきたいのですが…。

「継続性」に十分留意してい
くことが必要だと思います。単発的に
モノを送ってそれで終わりにしてはい
けない。いまご指摘のあった技術協力
との連携を含め、国際的な援助協調な
ども視野に入れ、戦略性をもった形で
取り組んでいきたいと考えています。
薬剤の継続的な供給に際しても、全体
のプログラムに組み込み、効果的に継
続供給していく体制が必要です。こう
した支援を行ううえで注意すべき点は、
自立発展性の確保です。自助努力を促
しつつ、継続的供与をするようさまざ
まな工夫が必要です。
これは余談ですが、先般、ガーナに

行った際、蚊帳を配っても家父長が一
人で使ってしまい、婦女子が使えない
例があるという話を聞きました。ジェ
ンダー的な視点から住民参加にもとづ

中川

櫻田

く、啓発活動などの展開が大切になっ
ていると感じました。

それは社会的コンプライア
ンスの問題で、非常に大切な視点だと
思います。今後の課題については、先
ほども指摘したとおり、メソドロジー
は整っているのだから、総合的に調整
し、中川部長が言われるように一つの
プログラムとして実施し、効果を上げ
ていく体制が必要だと考えています。
一方、薬剤に対する耐性の問題は大

きいものがあり、遺伝学的な調査・研
究についてはフィールド・オリエンテ
ッドで続けていきます。

蚊帳のコミュニティワイドユ
ース、つまり一定の地域に居住する
人々に蚊帳を大量に配布し、多くの住
民が使用すればマラリアは激減すると
いう論文があり、それを参考にラオス、
カンボジアでの研究を進めていきたい
と考えています。また、薬剤を塗って
いなくても蚊帳は有効性を発揮してい
るという報告もあることから、蚊の薬
剤耐性化を出ないようにするという視
点から、通常ネットについてもさらに
調査・研究を進めていきたいと考えて
います。

最後になりますが、マラリア
対策に関しては、JICAもJICSも、また
大学など研究機関もさまざまな取り組
みを展開しています。ただ、相互の情
報交換はまだまだ十分ではない。今後
は定期的に情報交換なり、経験を共有
できる場、機会を設けていくことも大
切だと思います。今回の座談会がその
契機になれば幸いです。

櫻田

江藤

小早川

ラオスの民家で使われている日本の援助で調達された蚊帳
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