
評価結果要約表 
 

I. 案件の概要 

国名：ホンジュラス国 
案件名：第７保健地域リプロダクティブヘルス向上

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 協力金額：総額 696,000 千円 

先方関係機関：保健省（第７保健地域事務所、サン

フランシスコ病院、本省）  

日本側協力機関：国立国際医療センター 

協力期間 （R/D）：2000 年４月１日～ 
2005 年３月 31 日 

他の関係協力：特にない 

１．協力の背景と概要 
 ホンジュラス共和国（以下、「ホンジュラス」と記す）の保健医療指標は依然として中南米

諸国の中では低い保健水準にあり、ホンジュラス政府は保健セクターを最重要セクターの一つ

に位置づけている。 
 かかる背景のもと、ホンジュラス政府は保健セクターの既存資源を有効活用し保健サービス

の改善を図るべく、我が国に開発調査「全国保健医療総合改善計画調査」を要請した。同調査

は 1995 年１月から 1996 年８月まで実施され、同調査の結果を受けて、ホンジュラス政府は、

同調査結果においてモデル地域とされた第７保健地域（オランチョ県）におけるプロジェクト

方式技術協力「第７保健地域保健総合開発計画」を要請した。 
 これを受けて、JICA は 1999 年２月に事前評価調査を、2000 年３月に実施協議調査を実施し、

プロジェクトの協力対象を特にリプロダクティブヘルスとし、プロジェクト名称を「第７保健

地域リプロダクティブヘルス向上プロジェクト」とすることで合意し、同年４月１日より本プ

ロジェクトを開始した。 
 本プロジェクトは、第７保健地域において保健医療供給者が質の高いリプロダクティブヘル

スサービスを提供することをプロジェクト目標に設定し、９つの分野（①産婦人科、②新生児

ケア、③母性ケア、④医薬品管理、⑤臨床検査、⑥IEC、⑦カウンセリング、⑧疫学・統計、

⑨管理）に係る協力を実施している。 
 
２．協力内容 
（１）上位目標 

第７保健地域のリプロダクティブヘルスの状況が改善される。 
 

（２）プロジェクト目標 
第７保健地域において保健医療供給者による質の高いリプロダクティブヘルスサービ

スが提供される。 
 

（３）成果 
１）サンフランシスコ病院（HRSF）および母子クリニック（CMI）において、女性に対し

ての適切かつ時宜を得た治療がなされる。 



２）サンフランシスコ病院および母子クリニックにおいて、新生児ケアが改善される。 
３）CESAR（医師無し保健所）、CESAMO（医師有り保健所）、サンフランシスコ病院およ

び母子クリニックにおいて、妊娠、出産、産後のリスク要因が早期に同定される。 
４）患者の適切な治療のための基本薬品供給が保障される。 
５）第７保健地域の臨床検査ネットワークにおける質の高いサービスの利用が保障され

る。 
６）保健医療スタッフによるリプロダクティブヘルスのハイリスク発見のための健康教育

が（患者へ）提供される。 
７）第７保健地域におけるカウンセリングサービスへのアクセスが改善される。 
８）地域レベルのモニタリングシステムが強化される。 
９）人的資源と資金が効果的に活用される。 
 

（４）投 入 
１）日本側 

 長期専門家派遣  10 名     機材供与    1,433 千 US ドル 
 短期専門家派遣  49 名     現地業務費  10,594 千レンピーラ 
 研修員受入れ   21 名 

２）ホンジュラス側 
 カウンターパート配置    ローカルコスト負担  8,158 千レンピーラ 
 土地・施設提供 

II. 評価調査団の概要 

調査者 総括／団長 橋爪 章 JICA 人間開発部 技術審議役 
母子保健  明石 秀親 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力課

派遣協力専門官 
評価計画  佐々木 健太 JICA 人間開発部第四グループ母子保健チーム 職員 
評価分析  和田 泰志 （株）アイ・シー・ネット ラテンアメリカ事務所長

通 訳   小松 陽子 （財）日本国際協力センター 

調査期間 2004 年 10 月３日～10 月 31 日 評価種類：終了時評価 

III. 評価結果の概要 

１．実績の確認 
（１）上位目標の達成状況 

プロジェクト目標の達成状況から明らかなように、第７保健地域におけるリプロダクテ

ィブヘルスサービスの質は着実に向上しており、この結果として第７保健地域のリプロダ

クティブヘルスの状況は改善傾向にあると推測される。 
 

（２）プロジェクト目標の達成状況 
次の各指標の達成度から明らかなようにプロジェクト目標の達成度は高く、第７保健地

域におけるリプロダクティブヘルスサービスの質は確実に向上していると判断される。 
 
＜指標１＞利用者の 90％がリプロダクティブヘルス分野のサービスに満足する。 

2004 年４月の施設利用者調査では、満足度は 98％で目標値を達している。また、サー



ビスの質･量の改善にプロジェクトが多角的に介入した母子クリニックにおける満足度

が極めて高く、これはプロジェクトによる効果と推測される。 
 

＜指標２＞施設分娩の割合が 12％増加する。 
アンケート調査の結果によると、37.5％（2001 年４月）から 46.7％（2004 年４月）へ

と 9.2％増加している。年平均３％超の増加を達成していることから、プロジェクト終了

時の目標達成が見込まれる。 
 
＜指標３＞サンフランシスコ病院内の新生児死亡率が１割減少する。 

サンフランシスコ病院の新生児死亡率はプロジェクト開始時からほとんど変化が見ら

れず、プロジェクト終了時までの目標達成は難しい。ただし、新生児室における 48 時間

以降の新生児死亡数は着実な減少傾向にあり、プロジェクトの成果によるものであると

判断される。 
 
＜指標４＞妊婦検診受診者率が１割増加する。 

プロジェクト開始時（2001 年）に 80.4％に達していたため、プロジェクト終了時まで

に 90％を超えることを目標として指標を設定した。2004 年の調査の結果では、受診率は

90.6％に増加しており、目標値に達している。 
 
＜指標５＞産後検診受診者率が１割増加する。 

プロジェクトによる調査結果によれば、45.1％（2001 年）から 48.0％（2004 年）へと

３％弱増加しているが、終了時評価調査実施時点ではプロジェクト目標には到達してい

ない。しかし、年率１％弱の増加率となっているため、プロジェクト終了時までに達成

の可能性がある。 
 

（３）成果の達成状況 
＜成果１＞サンフランシスコ病院および母子クリニックにおいて、女性に対して適切かつ

時宜を得た治療がなされる。 
サンフランシスコ病院スタッフによる母子クリニックへの巡回診療等の取り組みが行

われるようになり、病院と母子クリニックの双方の信頼関係および連携が改善され、結

果として母子クリニックから病院へのリファラル数も増加傾向にある。また、母子クリ

ニックでは妊婦検診、分娩介助、家族計画等のサービスが充実してきており、母子クリ

ニックにおけるリプロダクティブヘルスサービスが質的に改善されてきていると考えら

れる。 
 
＜成果２＞サンフランシスコ病院および母子クリニックにおいて、新生児ケアが改善され

る。 
新生児ケアの基本である体温管理、栄養管理、感染予防の徹底が図られることで、新

生児室における生後 48 時間以降の新生児死亡数は減少傾向が認められる。 
 
＜成果３＞CESAR、CESAMO、母子クリニックおよびサンフランシスコ病院において、妊

娠、出産、産後のリスク要因が早期に同定される。 
ほぼ 100％の保健センター職員が研修を受け、研修を通じて修得した技能のうち８割



を現場で活用しているとの結果が確認されている。また、妊婦検診におけるリスク検出

率は、2003 年と 2004 年の比較では 63％の保健センターで検出率が改善されるか、若し

くは既に目標値に達している。 
 
＜成果４＞患者の適切な治療のための基本薬品供給が保障される。 

基本的な薬剤を常備する保健センターの割合および定期的な薬剤供給を受ける保健セ

ンターの割合の双方が増えており、医薬品供給システムの整備が進んでいることが確認

できる。 
 
＜成果５＞第７保健地域の臨床検査ネットワークにおける質の高いサービスの利用が保

障される。 
11 の保健センター検査室のうち９つの検査室において妊婦検査で定められた９検査

項目すべてが実施可能となり、検査総数および妊産婦検査受診者１人当たりに実施され

る検査回数は年々増加傾向にある。他方、サンフランシスコ病院検査室、保健センター

検査室ともに精度管理については改善の余地がある。 
 
＜成果６＞保健医療スタッフによるリプロダクティブヘルスのハイリスク発見のための

健康教育が（患者へ）提供される。 
保健センターにおけるリプロダクティブヘルスに関する保健教育の月平均の受講者数

は、2002 年の 3,476 人から 2003 年の 4,393 人、2004 年の 4,193 人と増加傾向にあり、ま

た、保健センターでリプロダクティブヘルスに関する保健教育を受けたことがある女性

住民の割合も上昇傾向が認められる。 
 
＜成果７＞第７保健地域におけるカウンセリングサービスへのアクセスが改善される。 

カウンセリングの実施数は着実な増加傾向にあり、また、クライアントに対する態度、

姿勢の改善やカウンセリングの質の向上が確認されている。さらに、カウンセラーたち

が複数のテーマ（家庭内暴力、家族計画、HIV/AIDS など）を扱えるようになったこと

は、カウンセリングサービスへのアクセスの改善に大きく貢献している。 
 
＜成果８＞地域レベルのモニタリングシステムが強化される。 

保健地区長の積極的な関与があり、プロジェクト終了までには保健地区レベルでのモ

ニタリングシステムのモデルの開発、導入がなされる予定である。 
 
＜成果９＞第７保健地域における財および人的資源が有効に活用される。 

人材育成に関して、研修情報センターにおいて各種トレーニングが活発に実施されて

おり、また同センターにおける保健本省や他ドナーによるトレーニングも増加傾向にあ

る。他方、スーパーバイズシステムの強化や予算管理については大きな改善は見られな

い。 
 
２．評価結果の要約 
（１）妥当性 

ホンジュラスの国家開発政策を代表する貧困削減戦略ペーパーにおいて、母子保健分野

の改善が重視されている。また、現政権下において「妊産婦死亡削減戦略 2002‐2006」が



策定・実施中であり、具体的な目標として妊婦検診や産後検診の促進等が掲げられている。

つまり、本プロジェクトの目標、内容は、ホンジュラスの開発政策や保健政策に合致して

おり、ホンジュラス政府自身による取り組みを後押しするものであり、妥当性が高かった。

 
（２）有効性 

プロジェクト目標の指標の達成状況から、プロジェクト目標の達成度は高いと判断でき

る。成果ごとに程度の差はあるがそれぞれある程度の達成度が確認されており、こうした

各成果の達成がプロジェクト目標の達成に貢献したと考えられる。ただし、９つの成果間

の連携が必ずしも十分には行われなかったことなどから、成果一つ一つが個別のプロジェ

クトのように運営管理される側面が見られた。こうしたなか、９つの成果についての取り

組みがプロジェクト目標の達成に貢献したことは明らかと考えられるが、一つ一つの成果

が互いにどの程度貢献したのかといった点についてまで十分に評価を行うことは困難で

ある。 
 

（３）効率性 
各成果の達成度には相違があり、成果３「母性ケア」、成果４「医薬品管理」、成果７「カ

ウンセリング」などは達成度が比較的高い反面、成果８「疫学・統計」および成果９「管

理」は実施期間の途中で計画の大幅な見直しが行われた。投入の量、質に関しては、本プ

ロジェクトの幅広い成果に対応するため、長期専門家が複数の成果を担当する同一人物を

短期専門家として複数回派遣するといった方策により、効率的な専門家の投入を行った。

また、投入された資機材は、おおむね有効に活用されている。 
 

（４）インパクト 
成果ごとのばらつきは見られながらも計９つの成果は着実に進展しており、第７保健地

域におけるリプロダクティブヘルスサービスの質は確実に向上してきている。この結果か

ら、上位目標の指標である妊産婦死亡率の改善は明確には確認できないながらも、第７保

健地域のリプロダクティブヘルスの状況は改善傾向にあると推測される。 
 

（５）自立発展性 
政策支援の継続の見込みは担保されており、財政面からの支援も期待できる。また、リ

プロダクティブヘルス推進のための体制や仕組みが形成されるとともに、現場レベルでプ

ロジェクト活動の継続を担い得るキーパーソンが育成されている。今後は自立発展性の更

なる向上のために、プロジェクト活動の継続を担う地域調整委員会（CCR）の能力をさら

に強化することが望まれる。他方、プロジェクト活動を通じて導入された数多くの取り組

みがホンジュラス側カウンターパート（C/P）の日常業務に制度として組み込まれており、

移転技術の定着度は高い。 
※地域調整員委員会（CCR：Comité de Coordinación Regional）：毎週定期的に開催され、プ

ロジェクトの進捗について報告がなされるとともに、プロジェクト全体に関わる課題に

ついて検討が行われている。CCR には、ホンジュラス側からは保健地域事務所長、プロ

ジェクトコーディネーター、サンフランシスコ病院長の３名、日本側からは長期専門家

が参加している。 
 
 



３．効果発現に貢献した要因 
・ホンジュラス側 C/P が活動の計画、実施、フォローアップの中心に携わり、日本人専門家

は C/P の支援に努めたことが、オーナーシップの向上と人材育成に大きく貢献した。 
・詳細な現状調査を踏まえたうえで、周到な活動計画を立案、実施したことが大きな達成度

につながった（成果３「母性ケア」、成果６「IEC」、成果７「カウンセリング」）。 
 
４．問題点および問題を惹起した要因 

・プロジェクト全体の包括的な運営管理、モニタリングについて不十分な点が見受けられた。

具体的には、各成果を担当するホンジュラス側責任者（コーディネーター）が一堂に会し

てプロジェクト全体の進捗状況を話し合うといった場が稀にしか設けられなかったこと

から、成果間の情報共有や連携が必ずしも十分になされず、成果一つ一つが個別のプロジ

ェクトのように運営管理される側面が見られた。また、2004 年の PDM（プロジェクト・

デザイン・マトリックス）の見直しまでは適切な指標が設定されておらず、達成状況の確

認が十分にはなされていなかった。 
 
５．結 論 
（１）リプロダクティブヘルスサービスの質の向上 

指標の達成状況から、プロジェクト目標の達成度は高いと判断できる。成果ごとのばら

つきは見られながらも計９つの成果は着実に進展しており、こうした各成果の達成がプロ

ジェクト目標の達成に貢献したと考えられる。プロジェクトにおける参加型開発手法によ

る取り組みを通じて、保健医療スタッフの技術と意識が高まり、彼らの努力の結果として

第７保健地域におけるリプロダクティブヘルスサービスの質は確実に向上してきており、

地域住民のリプロダクティブヘルスの状況は改善傾向にあると推測される。 
 

（２）地方分権化の促進に資する試み 
ホンジュラスでは現在、地方分権化が推し進められている。これまでの業務は、中央レ

ベルが基本的な活動方針を作成し地方がそれを実施するという役割分担で行われてきた。

しかし、地方分権化の進展に伴い、中央レベルの主な役割は基本政策や戦略、そして達成

するべき基準（ノーム）の設定およびスーパーバイズに限定されてくる。地域レベルでは

それら基本方針に従って、地域ごとに異なる状況を踏まえ、行うべき具体的な活動を作成

し実施することが求められる。つまり地方分権化は、指示を受けて動く受動的な業務形態

から、自分で考え実施する能動的な業務形態への変化でもある。本プロジェクトでは特に

実務レベルにおいて、参加型開発手法を通じて人材育成が進められてきている。そこでは

業務を行う当事者がまず現状を把握して問題点を抽出し、問題解決に向かって業務の目的

や手段を自ら設定・実施し、そしてその評価も行うという一連の能動的な業務への取り組

みが実践された。このような思考・行動の組織レベルでの変容は、言うまでもなく一朝一

夕には実現できない。しかし、プロジェクトを通して行った参加型の取り組みは未だ緒に

ついたばかりとはいえ、保健行政の地方分権化を促進する重要な試みであるといえる。 
 

（３）参加型開発手法による実務レベルスタッフのエンパワーメント 
プロジェクト活動を通して、実務レベルのスタッフの技術の習得が進んだ。特に、グル

ープ CINCO に参加したホンジュラス側 C/P は、現状把握のための調査手法、問題点の分

析技術、問題解決のための手段の設定と実施（トレーニングプログラムの作成と実施）と



いった一連の業務を参加型開発手法のもとで実践したため業務へのモチベーションが上

がり、加えて移転技術の習得も大きく進んだ。C/P らはこれらの活動の中で、苦手とされ

ている合意形成のプロセスを OJT を通じて習得し、加えてグループワークの利点や楽しさ

を体感していることから、総合的なエンパワーメントが実現できている。これを成功モデ

ルとして、コミュニティでの活動や、保健地域事務所の他の部門に適用することができる。

 
６．提 言 

・本プロジェクトは成果レベルにおいて、ある程度の達成度を示しているが、プロジェクト

目標の達成に向けての各成果の貢献の程度については実証できていない。プロジェクト目

標の達成に有効な活動として何がなされ、何がなされなかったかを検証することにより、

プロジェクト目標達成への筋道を論理的に組み立てることが必要である。そのため、成果

ごとのホンジュラス側責任者（コーディネーター）を交え、CCR は論理関係を整理し、そ

れに基づく今後の活動計画を明確化すべきである。 
・参加型開発手法は、地方の保健行政の強化のみならず、実務レベルの人材育成にも有効で

あるので、参加型開発手法を維持することは重要である。そのため、ワークショップ開催

経費の予算化や CCR 機能の行政システムへの取り込み、あるいは現実的なモニタリング

方法の提言など、プロジェクト終了後においても参加型開発手法が自立発展できるための

準備を行うことが必要である。 
・ホンジュラスのリプロダクティブヘルス改善のためにも、本プロジェクトで得られた良い

経験は他県や政府関係者へも効果的に伝達することが望ましい。そのため、参加型開発手

法によってモニタリング評価の結果を活動改善にフィードバックした事例など、プロジェ

クト活動を通じて得たノウハウをまとめ、公開（socializar）すべきである。また、プロジ

ェクトが開発した新生児ケア・プロトコールなど、プロジェクトの成果物についてはプロ

ジェクト活動の証としてプロジェクト名とともに残すことも重要である。 
・今回の評価で提示された課題を解決するために、各成果分野のホンジュラス側責任者（コ

ーディネーター）が定期的に集まり、プロジェクト全体の進捗をみんなで管理していく必

要がある。 
・准看護師養成研修が開始されるまで、住民活動センターをカウンセリング以外の活動に

も、もっと積極的に活用していくべきである。 
・無線の有効活用により、薬剤供給およびリファラルシステムの強化を図るべきである。 

 
７．教 訓 

・参加型開発手法は地方分権化の促進に資する、効果的なアプローチである。 
・成果ごとの責任者も含めた主たる C/P を含むプロジェクトの運営会議を定期的に開催する

べきである。本プロジェクトの場合、R/D に記載されているプロジェクト実施委員会

（Comité de Implementación）がこれにあたる。 
・本プロジェクトの成果分野横断的ワークチーム（グループ CINCO）の例が示すとおり、プ

ロジェクト目標の達成を念頭に置いた分野間協調のメリットは大きい。 
・重要な保健指標データの欠如は、プロジェクトの評価や活動の改善、成果のアピールなど

の障害となる。重要な保健指標データが適宜得られるシステムを、プロジェクト早期より

構築するべきである。 
 




