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略語一覧

略語 英語 日本語

ANC The African National Congress アフリカ民族会議
B/D Basic Design 基本設計
CB Catherine Booth Hospital キャサリンブース地区病院
CHC Community Health Centre コミュニティヘルスセンター
CMTD Central Medico Technical Division 中央医療技術部
DHO District Health Office 地区保健部
DOTS Directly Observed Treatment Short Course 直接監視下短期治療
EK Ekombe Hospital エコンベ地区病院
EM Empangeni Hospital エンパンゲニ地方病院
E/N Exchange of Notes 交換公文
ES Eshowe Hospital エショウェ地区病院
EU European Union 欧州連合
HDI Human Development Index 人間開発指数
HTU Health Technical Unit 医療技術ユニット
JICA Japan International Coopratation Agency 国際協力機構
KZN Kwa Zulu - Natal クワズール・ナタール
MB Mbongolwane Hospital ンボンゴルワネ地区病院
NEPAD New Partnership for Africa's Development アフリカ開発のための新パートナーシップ
NG Ngwelezana Hospital ングウェレザナ地方病院
NK Nkandka Hospital ンカンドラ地区病院
R Rand ランド（南アフリカ通貨）
RDP Reconstruction and Development Programme 経済再建復興計画
SM St. Mary's Kwamagwaza Hospital セントメリークワマグワザ地区病院
VCT Voluntary Counseling and Testings 自発的カウンセリングと検査



無償資金協力にかかる事後評価表 

 

 

作成日:2006 年 12 月 24 日

国名：南アフリカ国 案件名：南アフリカ国クワズール・ナター

ル州医療向上計画 

E/N 署名日：2002 年 1 月 16 日 供与限度額：10.47 億円 

先方実施機関：保健省／クワズール・ナター

ル州保健省 

完工日：2003 年 2 月 24 日 

他の関連協力：ングウェレザナ地方病院への青年海外協力隊派遣 3 名（薬剤師、臨床検査

技師）、エンパンゲニ地方病院への青年海外協力隊派遣 1 名（看護師）、キャサリンブース

地区病院への青年海外協力隊派遣 1名（薬剤師）、ムボンゴルワネ地区病院への青年海外協

力隊派遣 1名（薬剤師） 

1. 案件の目的 クワズール・ナタール州保健省の住民へ提供する医療環境の向上という政

策に基づき、医療サービスの地域間格差の大きい DC28 地区における地区

保健部や全医療施設の機材・施設を整備し、同地区全体の産科および公

衆衛生を中心とした住民保健活動、一次医療サービスおよび二次医療サー

ビスの向上を目的とする。 

2. 案件の内容 機材整備の対象施設：地区保健部、2 地方病院、6 地区病院、1 コミュ

ニティヘルスセンターおよび 44 クリニック 

整備機材の内容：手術室関連機材、画像診断機材、外来診療機材、新

生児室関連機材など合計 94 品目の 918 点 

施設建設：1コミュニティヘルスセンター（鉄筋コンクリート造 1階、

延べ床面積 1,441 ㎡） 

3. 案件の妥当性 全般的評価：Ａ 

詳細評価：我が国の援助政策（新南アフリカ支援パッケージ）、被援助国の

開発戦略（保健戦略計画の病院活性プログラムや感染症対策プログラムな

ど）および地域のニーズ（州内で最も母子保健指標が悪い地区）の 3 点とも

に合致していることから、総合評価は A ランクである。ランク内評価は、地区

内でも都市部との格差が大きなズール語黒人集落の住民へ直接の裨益を

考慮した保健活動を取り込んだ計画はプラス評価で、機材使用者である医

師や看護師など専門医療職の確保に問題あるのはマイナスで、プラス・マイ

ナスゼロである。 

4. 施設／機材の

適切性・効率性 

全般的評価：Ａ＋ 

詳細評価：老朽化した機材は廃棄処分の手続きに沿った先進の管理体

制のもとに整備された機材は概ね使用されており、また機材の選択につい
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ては使用経験のある機材の更新または補強を中心としているため適切であ

り、さらに機材の投入は基礎的な診療に使用するものなので効率的である。

建設された施設（ンセレニ・コミュニティヘルスセンター）については、適切な

人材配置によって全設備をフルに活用しており、また多くの村落をキャッチメ

ントエリアにできる場所を選択したことで適切かつ効率的である。以上から施

設／機材の適切性の総合評価はAランクである。ランク内評価では、地区内

の医療機材を一元管理する医療技術ユニット（HTU）は強化されて本件によ

る機材もメンテナンスされていることはプラスに評価できる。 

5. 効果の発現状

況（有効性） 

全般的評価：Ａ－ 

詳細評価：ングウェレザナ地方病院では外科の診療機能の向上が見ら

れ、エンパンゲニ地方病院では専門の母子診療機能が向上、また地区

病院やクリニックにおいても産婦人科の診療機能が拡大し、さらに人

材も整ったンセレニ・コミュニティヘルスセンターの診療機能や地区

保健部の保健活動は大幅に伸びている。これらの結果、本件の目標で

ある DC28 地区の産科や公衆衛生を中心とした一次・二次医療サービス

が改善･向上していることから総合評価はＡランクである。しかし、人

的要素の大きい手術件数などは予想したほどの伸びは認められなかっ

た。 

6. イ ン パ ク ト

（上位目標への

影響等） 

全般的評価：Ａ－ 

詳細評価：DC28 地区のすべての住民が利用する一次医療から二次医療ま

での全医療施設において老朽化した機材の更新を中心にして医療環境を

整え、特に X 線装置などによる画像診断力の強化や地区保健部の結核など

感染症対策にも活用できる保健活動へ関連した機材も整備したことは、広く

地域の住民の健康問題に利用でき、上位目標である「すべての住民が享受

できる医療環境の向上」につながるといえる。従って、総合評価は A ランクで

あるが、一方、医療スタッフのうち、医師の確保については全国レベル

で深刻さを増していることから技術的インパクトが見られない。 

7. 自立発展性・

さらなる改善（改

善の余地がある

点については以

下に記入） 

全般的評価：Ｂ＋ 

詳細評価：南アフリカ国は、他のアフリカ諸国に比べて医療技術レベ

ルは高く、また組織体制も 1990 年台の混乱を乗り越えて問題なく継続

している。ただし、医師など医療専門職員の確保は深刻さを増してお

り、財政的支援を含めて中央保健省および州保健省の抜本的な舵取り

が必要である。また、施設の改修工事や資機材の購入も計画で実施さ

れてはいるが、手続きには多くの時間を要する。体制には問題なく持

続はしているが、これらの問題点を考慮し、総合評価をＡランク以下

とする。 
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(1) 対応方針 卒業後コミュニティサービスで巡回する医師の研修プログラムや地区

病院の若いドクターの技術研修計画などが、地区保健部の臨床プログ

ラム課と共に計画・実施できれば医師確保の契機となる。また HTU の

技師も機材の修理技術だけでなく、医療従事者を指導できるレベルの

管理能力を向上するための研修も必要である。 

(2) 対応方針理

由 

医療現場において人･もの･お金の中で、地域のヘルスワーカーや施設

管理者の研修プログラムは多く見られるが、医療現場の人に照準を合

わせたプログラムは希薄である。 

8. 広報効果（ビ

ジビリティー） 

全般的評価：Ｂ 

詳細評価：南アフリカにおいては他のアフリカ諸国と異なり、政府事業に占

める先進国からの ODA 予算はわずか 1%であることから、広報効果を促すの

は困難なところがある。しかし、我が国で実施された類似案件である「東ケー

プ州基礎医療施設機材整備計画」及び「リンポポ州医療施設改善計画」

と合わせた地域医療貢献に関してなんらかの広報効果を促進する手段

を考えるべきである。 

9. 被援助国関係

者による評価 

全般的評価：Ａ 

詳細評価：老朽化して特に使用不可または困難であった特に画像診断

機材などは地区病院にとって大変に有用であると、評価が高い。一般

に、南アフリカでは日本の技術力の評価は高く、保健省国際関係課は、

今後のフォローアップ協力も我が国へ期待しているが、地区の DC28
保健部では、医療機材のフォローアップや拡充だけでなく、公衆衛生、

健康教育、及び健康増進の専門家やボランティアによる医療技術協力

に対する期待も大きい。 

10. 提言・教訓 教訓 1：格差是正への貢献 
黒人貧困層が占めるクワズール・ナタール州の DC28 地区という一点

集中型の機材整備は効果やインパクトが大きく、格差是正の方針を明

示した。 
教訓 2：コミュニティレベルへの広がり 

コミュニティ全体に散在するクリニックすべても対象施設として採択し、また地

区保健部に対してのコミュニティ活動を支援する機材も整備したことは、地

域の保健活動まで含んだコミュニティレベルへの広がりのある特徴的な案件

となった。 

教訓 3：人材・技術レベルとの合致 

整備された施設･機材は、既存機材のレベルを考慮し、また医師不足の状

況の中で看護師やパラメディカルスタッフも活用できる機材を増強したこと

は、完工後の各施設での活動へスムーズに移行できた。 
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教訓 4：持続性の配慮 

クワズール・ナタール州保健省が強化している地区単位での医療機材一元

管理システムである HTU を活用し、ここを中心にソフトコンポーネントで維持

管理指導の技術協力を行ったことは、機材管理の強化につながった。 

教訓 5：類似計画への発展 

本計画に続いて、「東ケープ州基礎医療施設機材整備計画」と「リンポ

ポ州医療施設改善計画」が策定され、我が国の無償資金協力で実施さ

れたことは、本計画と合わせて医療／保健セクターにおける貧困対策

と格差是正に対する我が国の援助姿勢のプレゼンスを高めた。 

 

提言 1：技術協力への展開 
対象地区の医療スタッフ不足の深刻な問題に対し、また本計画で整備

された機材のさらに効率的な活用のため、今まで実績のある青年海外

協力隊の派遣などさらに技術協力の継続が望まれる。その中には、HTU
への医療機材の管理技術や地区保健部のコミュニティ活動へも展開さ

れることがより望ましい。 
提言 2：プログラム・レベル評価の実施 
前述の本計画と同様な案件 2 つと合わせて南アフリカ国の貧困対策や

格差是正を目的とした地域医療というプログラムの枠組みで、またこ

れら案件に関わる青年海外協力隊や専門家派遣など技術協力を対象に

組み込んだ評価調査を実施し、我が国の国際協力、実施の仕組み、内

容、成果を明らかにすれば、対南アフリカ国の医療／保健セクター援

助がより一層明確となり、国民への説明責任がより促進され、また相

手国に対するプレゼンスが高まる。また、このプログラム･レベル評価

を南アフリカ国保健省と共同で実施すれば、さらに同国の保健政策実

施上での我が国の援助実績が双方で理解を深めることができる。 
11. その他 1) 評価指標設定の重要性 

無償資金協力案件の形成、選定および設計においては、プロジェクト

の目的やその上位目標、あるいはプロジェクトを構成する個々の成果

を明確にし、それぞれについて指標とその目標値を確定することが重

要である。 
2) 被援助国のオーナーシップ醸成の必要性 
無償資金協力によって実施される事業はあくまで被援助国の事業であ

るが、この認識、すなわちオーナーシップが希薄であれば、我が国の

今後の協力にも影響を与える深刻な問題となる。よって、案件の形成、

選定、設計および実施段階において、オーナーシップが自然と醸成さ
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れるような工夫が必要である。 
3) 事後評価調査による相乗効果の発揮 
事後評価調査をより有効に活用するため、被援助国の事業のモニタリ

ングや事業が関連する医療／保健プログラムの計画、さらには医療／

保健政策への反映に役立てる。一方で我が国としては、同セクターの

他案件や関連技術協力を含めたプログラム評価へと評価を展開して、

説明責任をより幅広く明確にし、同時に被援助国でのプレゼンスを高

める。 
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第 1 章 評価調査の概要 

 
1.1 調査の背景と目的 

 

無償資金協力により実施される事業は、あくまで被援助国の事業であり、その運営や維持管理に

ついては、基本的に被援助国の責任で実施されるべきものである。その一方で、我が国としては、

無償資金協力により実施された事業が所期の効果を発揮し、適切に運営・維持管理されているか

を確認する必要がある。さらに、過去の案件の教訓や課題を、将来の案件形成、計画策定及び実

施に生かしていくことがきわめて重要である。 

 

一方、成果重視マネジメント（PDCA）サイクルから捉えても、評価の実施は不可欠といえる。 

 

1) Plan（計画）：従来の実績や将来の予測などをもとにして業務            

計画を作成する。 

2) Do（実施・実行）：計画に沿って業務を行なう。 

3) Check（点検・評価）：業務の実施が計画に沿っているかどうかを

確認する。 

4) Act（処置・改善）：実施が計画に沿っていない部分を調べて処置

する。 

図 1-1 PDCA サイクルの概念図 

 

このような観点から、今回、一般プロジェクト無償資金協力事業のうち、交換公文（E/N）における供

与限度額が 10 億円以上の事業で、かつ事業完了後一定期間を経過した案件である平成 14 年度

対南アフリカ無償資金協力「クワズール・ナタール州医療施設向上計画」のプロジェクトレベル事後

評価を実施することとなった。 

 

本調査は、事後評価によって今後のより効果的・効率的な援助の実施の参考とするための教訓・

提言を得ることを目的とした。 

 

 

1.2 調査の方針と方法 

 

本調査では、PDCA（成果重視マネジメント）サイクルに基づき事後評価し、案件終了後、所期の効

果が発言しているか、上位目標に対し肯定的なインパクトを与えているか、自立発展性はあるかな

どについて重点的に調査する。具体的には、以下の点について明らかにする。 
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 1) 所期の効果は、どの程度発現しているのか。 

 2) 上位目標に関し、どの程度発現しているのか。 

 3) 予期せぬ肯定的または否定的インパクトはあったか。 

4) 実施機関は無償資金により調達した施設／機材をどのように運営・維持管理している

のか。 

 5) 自立発展の見込みはあるのか。 

 6) 効果やインパクトの発現、自立発展を促進しているもしくは阻害している要因は何か。 

 

本調査では、国内で収集可能なデータ及び基礎資料をもとに国内事前調査を行った後、以下の

方法を用いて現地調査及び国内での分析・評価を行った。 

 

 1) 聞き取り調査、資料収集、対象案件サイトの視察 

対象案件の設計者（コンサルタント）や納入業者などの我が国の民間の援助関係者、

在南アフリカ日本大使館や JICA 事務所などの関係者、他ドナー及び国際機関関係

者に対して聞き取り調査及び資料収集を行った。 

  

 2) 裨益施設の現状調査 

対象案件によって施設／機材整備などの直接の裨益を受けた 54 箇所の医療施設

（詳細は第3章参照のこと）の現状データ収集を質問票によって現地コンサルタントに

委託し、また現地調査においても補完調査して現状を把握した。 

 

 3) 案件比較検証 

被援助国における他の類似無償資金協力案件や他ドナーによる援助案件を対象と

して、比較検証する。 

比較対象計画の案件は下表の通りである。 

 

表 1-1 比較案件 

援助機関 案件名 

日本 無償資金協力 2004 年度「東ケープ州基礎医療施設機材整備計画」 

日本 無償資金協力 2004 年度「リンポポ州医療施設改善計画」 

 出所：外務省ホームページ 

 

 4) 被援助国評価調査 
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被援助国政府、実施・監督機関、住民などの対象案件の評価についてインタビュー

調査した。ここでは一部 5)で実施した住民調査結果をも反映させた。 

 

 5) 受益者調査 

54 箇所の対象医療施設のうち地方病院、いくつか地区病院、コミュニティヘルスセン

ターおよびいくつかのクリニックについて個別に受益者である施設管理者を中心とす

る医療従事者対するインタビューを実施し、コミュニティ保健活動を利用して住民調

査をも実施した。また2)で実施する全施設向けの質問票を結果の一部をも利用した。 

 

 

1.3  調査員 

 

コンサルタント 谷保 茂樹 株式会社ティーエーネットワーキング 

代表取締役 

   青木 一雄 大分大学医学部人間環境・社会医学講座 

     予防医学分野 助教授 

 現地コンサルタント   Medical Equipment Consultants Ltd. 

 

1.4 調査日程表 

 

図 1-2 全体工程 

平成 18 年 

10 月 11 月 12 月 

 

 

 

          

 △ 

概要 

 

△

最終

       国内作業 

       現地調査 

       現地コンサルタント作業 

        △ 報告書の提出 

 

1) 国内分析 

   現地での実態の調査実施にあたって、事前に以下の作業を行い準備した。 

・ インターネット、図書館などを通した資料、報告書、図書の収集 

・ 資料、報告書の分析 

・ 不足情報の整理 
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・ 業務実施計画書の作成 

・ 質問票の作成と現地コンサルタントとの連絡 

  

2) 現地調査 

   コンサルタントは、下表の日程で現地調査を実施した。現地コンサルタントは本日程   

に合わせて、クワズール・ナタール州 DC28 地区保健部に事前に調査概要を連絡し

情報収集にあたる他、コンサルタントが現場調査しなかった地区病院やクリニックなど

についてアンケート票に基づく調査を実施した。 

 

表 1-2 現地調査日程 

活動内容 順 月/日 

（曜日） 計画 実施 

1 11/18（土） 成田発 香港着 計画通り 

2 11/19（日） ヨハネスブルグ着 プレトリアヘ移動（車） 

現地コンサルタント打ち合わせ 

計画通り 

3 11/20（月） 在南アフリカ日本大使館表敬 

保健省聞き取り調査 

計画通り 

4 11/21（火） ヨハネスブルグへ移動（車） 、ダーバンへ移

動（航空） 、ピーターマリッツバーグへ移動

（車） 

ヨハネスブルグへ移動（車） 、ダーバンへ移

動（航空） 、リチャーズベイへ移動（車）、

DC28 地区保健部打ち合わせ 

5 11/22（水） クワズール・ナタール州保健省聞き取り調査 

リチャーズ・ベイへ移動（車） 

DC28 地区保健部聞き取り調査、ングウェレザ

ナ･クリニック視察・聞き取り調査、ンセレニ

CHC 視察・聞き取り調査、ンタンバナナ・クリ

ニック視察・聞き取り調査、サッピ・クリニック視

察・聞き取り調査 

6 11/23（木） DC28 地区保健部聞き取り調査 

ングウェレザナ地方病院視察・聞き取り調査 

エンパンゲニ地方病院視察・聞き取り調査 

エンパンゲニヘ移動。ングウェレザナ地方病

院視察・聞き取り調査、エンパンゲニ地方病

院視察・聞き取り調査 

7 11/24（金） エショウエ地区病院視察・聞き取り調査 

ンセレニ CHC 視察・聞き取り調査 

エショウエ地区病院視察・聞き取り調査。 

住民調査（初日）。 

8 11/25（土） クリニック・コミュニティ活動の視察・聞き取り調

査。フォーカス・グループ・ディスカッション 

住民調査（第二日） 

9 11/26（日） ダーバンへ移動（車）、東ケープ州ポート･エリ

ザベスへ移動（航空） 

比較対象施設視察・聞き取り調査 

データ整理 

10 11/27（月） ヨハネスブルグヘ移動（航空）、プレトリアヘ移 DC28 地区保健部報告会。サントメアリー地区
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動（車） 

政府機関聞き取り調査 

病院視察・聞き取り調査。ピーターマリッツバ

ーグへ移動（車）、保健省国際関係課担当と

打ち合わせ。 

11 11/28（火） リンポポ州ツァニーンへ移動（車） 

比較対象施設視察・聞き取り調査 

クワズールナタール州保健省聞き取り調査。

ヨハネスブルグヘ移動（航空）、プレトリアヘ移

動（車） 

12 11/29（水） ヨハネスブルグへ移動（車） 

現地コンサルタント補足調査確認 

在南アフリカ JICA 事務所聞き取り調査 

在南アフリカ日本大使館報告 

13 11/30（木） 在南アフリカ日本大使館報告 

ヨハネスブルグヘ移動（車） ヨハネスブルグ

発 

保健省補足調査。現地コンサルタント補足調

査確認。ヨハネスブルグヘ移動（車） ヨハネ

スブルグ発 

14 12・1（金） 香港発 成田着 計画通り 

 

3) 国内解析 

現地調査結果を踏まえ、以下の作業によって最終報告書を取りまとめた。 

・ 統計資料の整理と不足情報の入手（現地コンサルタント） 

・ アンケート調査と患者･住民調査の分析 

・ 評価項目毎の整理とスコアリング 

・ 提言と教訓の抽出 

・ 報告書の取りまとめ 

 

 79 



第 2 章 評価の方法 

 
2.1 評価の手順 

 

以下のような手順で評価を実施した。 

 

１） 基本設計調査報告書の指標をレビューし、評価用に指標の再設定（目標値の検討）

を行った。 

 

2) アウトプットおよび案件目標の達成度に関しての評価を行った。 

 

3) 案件実施マネジメントの観点から、実施および実施プロセスに関しての評価・分析を

行った。 

 

4） 評価 6 項目（妥当性、適切性・効率性、有効性、インパクト、自立発展性、広報効果） 

および被援助国の関係者による評価の 7 項目の観点から、案件を評価・分析した。 

 

5) 案件に関しての提言および教訓を抽出した。 

 

 

2.2 情報収集の方法 

 

評価に用いる情報の主な入手先は以下の通りである。なお詳細については、添付の「調査のため

の評価グリッド」を参照のこと。 

 

 1) 各種報告書（基本設計報告書、実施設計報告書、業務完了報告書） 

2) 対象施設の活動記録や投入施設／機材の使用状況 

 3) 案件関係者への質問票の回答およびインタビュー結果 

 4) 案件関係者との協議 

 5) 対象施設の視察 

 6) 住民調査などの実施 
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2.3  評価 7 項目による評価 

 

OECD-DAC の評価基準である妥当性、適切性・効率性、効果の発現状況、インパクトおよび自立

発展性の評価 5 項目に広報効果を加えた 6 項目を基準とし、さらに被援助国の案件関係者による

評価内容も入れた計７つの項目について、それぞれ評価した。 

 

 1) 案件の妥当性 

我が国の被援助国に対する援助方針、被援助国により策定された開発戦略、現地で

のニーズに合致していたかを評価した。 

また、環境、ジェンダー、貧困削減、人間の安全保障の観点からも妥当性を検証し

た。 

 

 2) 施設／機材の適切性 

施設／機材について、案件全体として適切・効率的な選択・投入であったか否かに

ついて評価する。事業全体として基本設計調査報告書における施設／機材の使用

見通しが適切であったか、不必要な施設／機材がなく、適切・効率的な選択・投入で

あったかなどについても評価した。 

また、可能な範囲で、当該国内の過去の案件や他ドナーによる案件を比較対象とし

て、比較検証を行った。 

 

 3) 効果の発現状況 

基本設計調査報告書において想定されている効果が発現しているか否かについて

評価する。基本設計時に定量的な指標が設定されていれば、右指標を用いて可能

な限り定量的に評価を行ったが、定量的な指標がない場合、また、効果が数値に換

算できない場合などにおいては、定性的に事業の効果が認められるか否かを判断し

た。 

同時に、基本設計調査報告書において想定された効果およびベースライン（計画実

施前の関連指標）統計の内容が適切であったかについても検討した。 

効果発現を促進した要因、阻害した要因についても分析した。 

 

 4) インパクトの状況 

予期された上位目標や関連指標への影響など、肯定的なインパクトの状況について

評価した。 

また、環境、ジェンダー、貧困削減、人間の安全保障といった観点において、当初予

期しなかったインパクト（肯定的・否定的）が発現していないかどうか調査した。 

インパクトの発現を促進した要因、阻害した要因についても分析した。 
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 5) 自立発展性 

案件を実施した後も、被援助国自身のオーナーシップにより、援助効果を持続また

は発展できるかどうか、あるいは持続できる見込みがあるかどうか、案件の自立性を

評価した。その際、当初計画において、現地の運営能力、スペアパーツ、資材の調

達可能性などの検討を通じて自立発展性を確保する視点が含まれていたかについ

ても確認した。 

自立発展性を促進した要因、阻害した要因についても分析した。 

 

 6) 広報効果（ビジビリティー） 

支援を実施した案件が、日本からの「顔の見える援助」として被援助国において認知

されているかを評価する。また、広報のために取られている手法が適当であるかにつ

いても検討を加えた。 

 

 7) 関係者による評価 

支援を実施した案件が被援助国政府、実施・監督機関、裨益者、一般市民、マスコミ

などからどのような評価を受けているかにつき調査した。 

また、当該案件実施により、二国間関係ないしは地域全体に対してどのような外交的

効果があったかについても調査した。 

 

調査結果は、外務省「平成 17 年度：無償資金協力に係る事後評価実施ガイドライン」に沿

って、評価 7 項目の各評価設問に対し、A、B、C、D のそれぞれに＋－を付した 12 段階に

レイティングした。 
 
レイティング方法は、以下の通り行った。 
 

1) 妥当性 
 被援助国の開発計画と整合しているか 
 現地のニーズと整合しているか 
 日本の援助方針と整合しているか 
 環境・ジェンダー・貧困削減・人間の安全保障の観点から妥当であるか 

図 2-1 妥当性のレイティング 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
上記 4 点とも該当 3 点に該当 2 点に該当 該当するものは 1 点以下

 
2) 施設／機材の適切性・効率性 
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 施設／機材が使用されているか 
図 2-2 適切性･効率性のレイティング１ 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
おおむね使用 一部使用されていない 未使用が目立つ 多くが使用されていない

 
 施設／機材の選択、投入は適切であったか 

図 2-3 適切性･効率性のレイティング 2 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
適切かつ効率的 案件全体として必要・適切 一部不適切 不適切かつ非効率 

 
 他案件と比較して、費用対効果は高いか 

図 2-4 適切性･効率性のレイティング 3 
A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 

高い                                                   低い

 
3) 効果の発現状況 
 B/D 時に想定した効果が現れているか 

図 2-5 効果発現のレイティング 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
ほぼ発現 おおむね発現 一部発現 ほとんど発現していない

 
4) インパクト 
 上位目標に対するインパクトは現れているか 

図 2-6 インパクトのレイティング 1 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
ほぼ発現 おおむね発現 一部発現 ほとんど発現していない

 
 環境、ジェンダー、貧困削減を含め、当初予想しなかったインパクトはあるか 

図 2-6 インパクトのレイティング 2 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
正                                               負

 
5) 自立発展性 
 案件終了後も効果は持続しているか 

図 2-7 自立発展性のレイティング 
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A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
体制問題なく持続 持続しているが、現地の体制に問題あり 持続していない 

 
 

6) 広報効果 
 案件の認知度はどのくらいか 

図 2-8 広報効果のレイティング 1 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
住民まで十分に認知 政府・関係機関には十分に認知されている 認知されていない 

 広報手段は適切か 
図 2-9 広報効果のレイティング 2 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
適切                                        改善の余地あり

 
7) 関係者による評価 
 関係者は案件をどのように評価しているか 

図 2-10 関係者評価のレイティング 1 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
肯定的                                           否定的

 案件を実施したことによる外交的効果はあるか 
図 2-11 関係者評価のレイティング 2 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- 
あり                                             なし
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第 3 章 対象案件の概要 

 
3.1 案件の背景 

 

南アフリカ国においては、1994 年の全人種参加による総選挙の結果、マンデラ・アフリカ民族会議

（ANC）議長を大統領とした国民融和内閣が成立したが、長きにわたったアパルトヘイト政策（人種

隔離政策）の結果としてもたらされたあらゆる面での人種間格差は極めて大きく、例えば、白人社

会のみの人間開発指数（HDI）は世界全体で 24 位であるのに対し、黒人社会では 123 位（1992

年）という状況であった。 

 

表 3-1 人種別開発指標 

 人口比（％） 人口増加率（％） 乳児死亡率（対出生千人） 5 歳未満児死亡率（対出生千人） 

アフリカン 78.1 2.4 47.0 63.6 

白人 10.5 0.5 11.4 15.3 

インド／アジア 2.6 1.3 - - 

その他 8.8 1.5 18.8 28.2 

合計または平均 100 2.0 45.4 59.4 

出展：Primary tables South Africa, Statistics South Africa 2004 

 

これに対し、マンデラ政権は、「経済再建復興計画（RDP）」を策定し、黒人層を対象としてインフラ

整備、保健医療改善、教育拡充、農地再配分、住宅建設を推進するなど、格差是正のための施策

を行ってきた。1999 年に誕生したムベキ政権においても、人種間の社会的経済的格差の是正を縮

小するための一層の努力が行われているが、長い歴史のなかで形成されたあらゆる分野での格差

の是正は容易ではなく、また近年の経済の低迷も加わり、必ずしも目標の達成には至っていなか

った。 

 

保健医療分野においては、南アフリカ政府は、地方の一次医療体制を充実するためのクリニックの

建設、6 歳以下の子どもや妊婦の診療無料化、医療のみならず保健衛生の重視などを含む医療

改革に取り組んでいるが、高いインフレ率、人件費の高騰もあり、目標の達成のためには依然多く

の課題に直面している。 

 

我が国は、アパルトヘイト後の南アフリカの再建復興努力を支援するため、マンデラ政権成立後の

1994 年に対南アフリカ支援パッケージを表明し、貧困層が裨益する支援を中心に、経済･社会イン

フラ整備や医療機材整備、小学校建設などが実施された。さらに、1999 年にはムベキ政権成立を

受けて、新たに対南アフリカ支援策を表明し、2000 年にはプロジェクト形成調査を実施して、保健

医療／教育／水資源開発の分野について協力することに合意した。 
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この合意を受けて、南アフリカ国保健省は貧困層のひとつであるクワズール・ナタール州を対象と

した「クワズール・ナタール州医療施設向上計画」を策定し、我が国に無償資金協力の要請を行っ

た。これに対して、我が国は 2001 年に基本設計調査を実施し、調査結果に基づいて 2002 年 1 月

に E/N が署名され、2002 年度中に案件が完工された。 

 

アングロ・ボーア戦争およびアングロ・ズール戦争の激戦地でもあったクワズール・ナタール州には、

ズール族を定められた地域に住ませた旧ホームランドが多くあり、同州は南アフリカの中でも人種

間・地域間格差が大きい州である。その結果、社会・保健指標においてもクワズール・ナタール州

は全国平均を下回っている。また、同州内では、都市部の白人を対象にした医療サービスは先進

国レベルに達している一方で、旧ホームランドの住民への医療サービスは依然として不十分であり、

アパルトヘイト政策廃止後も都市部と旧ホームランドの住民への医療サービスの格差が大きいまま

であった。 

 

表 3-2 クワズール・ナタール州の全国比指標 

 乳児死亡率（対出生千人） 妊産婦 HIV 感染率 人口増加率 未就業率 

全国 45.4 人 22.8% 2.4% 23.3% 

クワズール・ナタール州 52.1 人 32.5% 2.8% 25.9% 

出展：Primary tables South Africa, Statistics South Africa 2004 

 

クワズール･ナタール州を 11 地区に分割した保健管区の一つである DC28 地区（一般名称：ウトゥ

ングル=Uthungulu=地区）は、同州のなかでも多くの旧ホームランドを抱え、医療サービスが著しく

劣っている地区である。特に、クリニックの保健医療サービスおよび公衆衛生サービスは劣悪であ

った。また、同地区では白人専用と黒人専用とに分けられていた地方病院と地区病院の診療部門

を統合すべく施設改修に着手していたが、機材更新の遅れなどが要因となり、二次医療サービス

も十分に機能していない状況にあった。 

 

表 3-3 クワズール・ナタール州および DC28 地区の面積と人口 

 面積（k ㎡） 面積比（％） 人口（人） 人口比（％） 

クワズール・ナタール州全体 92,306  100 8,405,666 100 

DC28 地区（ウトゥングル地区）   8,215       8.9 762,791 9 

出展：Primary tables KwaZulu-Natal, Statistics South Africa 2004 
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3.2  案件の目的 

 

クワズール・ナタール州保健省は、「最上の医療環境を州内のすべての住民に提供する」という理

念のもと、5 カ年戦略計画（2000 年～2004 年）を実施し、医療の質の向上、プライマリーヘルスケア

重視の地域医療システムの確立、疾病罹患率と死亡率の軽減および病院機能の回復といった医

療実施の課題とともに、人材育成や運営管理能力の向上を含む組織の課題に取り込み、医療サ

ービスの地域間格差の改善を目標にした。 

 

本案件は、上目標を達成するために、DC28 地区1における医療関連施設の機材・施設を整備し、

地区保健部2の活動を強化することを目的とした。これによって、不十分な産科および公衆衛生を

中心とした医療サービスが改善されるとともに、二次医療サービスも向上され、州内の他地区との

格差の改善を期待した。 

 

 

3.3  案件の内容 

 

本件は、DC28 地区に所在する地方病院、地区病院、クリニックおよび地区保健部への機材整備と

ンセレニ・コミュニテヘルスセンターの新設（建設）・機材整備である。 

 

表 3-4 南アフリカの医療施設分類 

分類 施設の種類 内容 

中央病院 すべての診療科で専門医による診療が可能 三次医療施設 

専門病院 高度専門医療サービス 

地方病院 専門医による診療も可能 二次医療施設 

地区病院 一般医による診療が可能 

コミュニティヘルスセンター 一部一般医による診療が可能 

クリニック 看護師による診療・保健活動 

一次医療施設 

モーバイルクリニック 移動型簡易診療・保健活動 

出所：Annual Report 2005/06, MOH 

 

3.3.1 対象施設 

 

対象施設は、2 つの地方病院、6 つの地区病院、1 つのコミュニティヘルスセンター、44 箇所のクリ

ニックおよび地区保健部の計 54 施設である。 

                                                  
1 行政区分。クワズール・ナタール州は 11 区に分かれ、その一つ。 
2 州保健省の直属の下部機関として各地区に設置され、地区の保健や教育などの活動を行う組織。 

 87 



表 3-5 対象医療施設 

Facility Category Project Facilities

District Health Centre 1 DC28地区保健部 DC28 District Health Centre

1 エンパンゲニ Empangeni Hospital
2 ングウェレザナ Ngwelezana Hospital
1 エコンベ地区病院 Ekimbe Hospital
2 エショウェ地区病院 Eshowe Hospital
3 ムボンゴルワネ地区病院 Mbogolwane Hospital
4 ンカンドラ地区病院 Nkandla Hospital
5 キャサリンブース地区病院 Catherine booth Hospital
6 セントメリークワマグワザ地区病院 St. Mary's Kwamawaza Hsopital

Community Health Centre 1 ンセレニ　CHC Nseleni CHC
Clinic

1 マブクイニ Mabhuqwini 23 ヴマンハムヴ Vumanhmvu
2 マルンガ Malunga 24 エンシングウェニ Esingweni
3 マンヤネ Manyane 25 ムヴォシンニ Mvutshini
4 ムフォンゴシ Mfongosi 26 チンチ Cinci
5 ムトゥングウィニ Mthungwini 27 ドンドタ Dondotha
6 クスル Xulu 28 クワムボナムビ（ムボナンビ） Kwambonambi(Mbonambi)
7 キングディヌズル King-Dinuzulu 29 クワムボナムビ（サッピ） Kwambonambi(Sappi)
8 ンクワリニ Nkwalini 30 ンラバネ Nhlabane
9 マトゥンゲラ Mathungela 31 オシルワネ Ocilwane

10 ングドゥウィニ Ngudwini 32 ソクル Sokhlu
11 ントゥメニ Ntumeni 33 カンディサ Khandisa
12 オスングルウェニ Osungulweni 34 ングウェレザナ Ngwelezane
13 サムング Samungu 35 クワヤングェ Kwayangue
14 ンクサマララ Nxamalala 36 ントゥゼ Ntuze
15 チェウェジ Chwezi 37 パパマニ Phaphamani
16 エシブデニ Esibhudeni 38 トコザニ Thokozani
17 エワング Ewangu 39 ルワムバ Luwamba
18 ハラムブ Halambu 40 ノムポンジワナ Nomponjwana
19 マンダバ Mandaba 41 ナタムバナナ Ntambanana
20 ンダバニンギ Ndabaningi 42 ドゥラングボ Ndlangubo
21 ノンガムラネ Nongamlane 43 ンドゥンドゥル Ndundulu
22 タレネニ Thaleneni 44 エクプレムレニ Ekuphumulei

コミュニティ･ヘルス･センター
クリニック

対象施設

Regional Hospital

District Hospital

施設カテゴリー

地区保健部

地方病院

地区病院

 

出所：基本設計報告書 

 

対象施設の活動内容は、以下の通りである。 

 

1) 地方病院（Regional Hospital）：DC28 地区のトップリファラル病院である。イグウェレザ

ナ地方病院（NG）は、内科・外科を中心とした総合専門診療や検査を行うが、産科機

能は持たない。エンパンゲニ地方病院（EM）は、産科・小児科に特化した専門診療を

提供している。これら専門診療の機能が、総合診療を展開する地区病院との違いで

ある。また、プライマリヘルスケアを担当する看護師やソーシャルワーカーなどの再教

育機関としての役割も担う。 

表 3-6 対象地方病院の規模 

 施設規模 活動実績（2000 年） 

地方病院 病床数 従事者数 入院患者数 外来患者数 手術件数 検体検査数

NG 607 1,282 20,599 95,611 7,272 137,028 

EM 245   501 16,541 45,543 4,295  47,575 

出所：基本設計報告書 
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2) 地区病院（District Hoｓpital）：DC28 地区内の各町の中心に位置するキャサリンブー

ル地区病院（CB）、エコンベ地区病院（EK）、エショウエ地区病院（ES）、ムボンゴルワ

ネ地区病院（MB）、ンカンドラ地区病院（NK）およびセントメリー地区病院（SM）の 6 施

設である。内科、外科、小児科、産婦人科の基本４科を中心とし、一般医による基礎

的な診療を行っている。ただし、地理的関係から ES と NK は施設規模が比較的大き

く他の地区病院からの患者も受け入れている。 

 

表 3-7 対象地区病院の規模 

 施設規模 活動実績（2000 年） 

地区病院 病床数 従事者数 入院患者数 外来患者数 分娩数 手術件数 検体検査数

CB 167 258 7,383 22,945 1,092 795 3,117 

EK 115 253 3,044 15,858 966 628 12,270 

ES 460 549 17,208 72,748 2,897 3,928 45,470 

MB 190 251 1,916 26,304 453 129 27,289 

NK 276 428 1,042 28,234 2,323 1,471   343 

SM 165 179 4,713 19,400 1,122 486 2,785 

出所：基本設計報告書 

 

3) クリニック（CC）：主な活動は、母子医療サービスである。分娩施設の有するものと無

いものがある。健康相談、基礎処置、ワクチン接種、妊産婦検診および分娩などが

実施されている。 

 

表 3-8 対象クリニックの規模 

 クリニック数 周辺人口（千人） 患者数（千人） 分娩数（2000 年）

7 時間診療クリニック 1 10 4 146 

9 時間診療クリニック 36 3～36 5～33 26～1,201 

12 時間診療クリニック 1 22 39 591 

24 時間診療クリニック 6 7～37 28～95 171～4,312 

出所：基本設計報告書 

 

4) コミュニティヘルスセンター（CH）：「24 時間体制の一次医療、産科、救急、事故処置

を提供し、手術室は持たないが処置室と 48 時間以内の経過観察のための短期病室

を有する施設」と定義されている。クリニックと地区病院の中間の機能を有し、人口が

密集した地方のコミュニティ近辺に設置される。 
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表 3-9 対象 CH の規模 

 周辺人口（千人） 患者数（千人） 分娩数 

ンセレニ CH 60 96 277 

   出所：基本設計報告書 

 

5) 地区保健部：予防医療を基盤に保健教育啓蒙活動を指導し、地方病院や地区病院

を拠点にして学校への衛生教育や移動診療車での啓蒙活動を実施している。 

 

3.3.2 整備（供与）機材 

 

本件で整備された医療機材は、合計 94 品目の 918 点である。 

 

これらを施設カテゴリー毎に分類すると下表の通りである。 

 

表 3-10 施設分類毎の供与機材 

施設（数） 機材例 品目数

地方病院（2） X 線装置（C アーム型）、超音波診断装置、眼底カメラ、栄養ポンプ、他 52 

地区病院（6） 無呼吸モニター、保育器、X 線装置（一般撮影）、検査用恒温器、他 33 

CHC（1） 歯科ユニット、ストレッチャー、診察台、便尿器洗浄機、外科セット、他 45 

クリニック（44） ヘモグロビンメーター、血圧監視装置、吸引器、高圧蒸気滅菌器、診察灯、他 11 

地区保健部(1) 保健教育普及活動機材、パソコン、車両 3 

出所：基本設計報告書 

 

供与機材のなかで、調達額が単価で 100 万円を越える機材は 29 品目あり、これらの配布･整備先

は下表の通りである。 

 

表 3-11 主要供与機材の配布状況 

地方病院 地区病院                 施設名 

主要機材名 NG EM CB EK ES MB NK SM CC DH CH 

合計 

麻酔器（人工呼吸器付） 1    1  1     3 

麻酔器（流量計側機能付） 1 1          2 

血液ガス分析装置 1           1 

血液ガスモニター 1 1 1 1 1 1 1 1    8 

X 線装置（C アーム型） 1           1 

超音波診断装置（A） 1           1 
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超音波診断装置（B）  1          1 

除細動器（ページング付） １           １ 

除細動器（モニター付） １  １ １ １ １ １ １    7 

心電計（マルチチャンネル） 1 1         1 3 

子宮鏡  1          1 

インファントウォーマー  1 1 1 1 1 1 1 31  2 40 

腹腔鏡 TV システム 1    1       2 

多項目測定モニター（新生児 3   1 2 1 2 1    10 

多項目測定モニター 18 10 6 6 8 7 6 4   3 68 

手術台（放射線透視型） 1           1 

手術台  1  1  1 1     4 

白内障手術装置 1           1 

X 線装置（移動式） 1   1  1 1     4 

搬送用保育器 1          1 2 

超音波診断装置（白黒） 1 1 1 1 1 1 1 1   1 9 

X 線装置（一般、床走行式）  1      1   1 3 

X 線装置（一般、天吊り式）     1  1     2 

眼圧計 1           1 

歯科ユニット           1 1 

保健教育普及活動機材          1  1 

眼底カメラ 1           1 

自動式 X 線フィルム現像機 1 1          2 

健康増進活動用車両          1  1 

合計 39 20 10 13 17 14 16 10 31 2 10 182 

注：超音波診断装置 A・B の差異は構成のプローブの違い。出所：基本設計報告書 

 

以上の機材整備とは別に、本件で新設されたンセレニ・コミュニティヘルスセンターの建設内容は

下表の通りである。 

表 3-12 ンセレニ CH の建設内容 

敷地面積 4,150 ㎡ 

延べ床面積 1,441 ㎡  

構造規模 鉄筋コンクリート造 １階 

主要部門 

保健･医療サービス部門： 

受付･待合、救急外来、歯科診療、検査、画像診断、母子保健･産科、一般

外来、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、一般病棟（48 時間まで短期滞在可）、薬局 
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補助ｻｰﾋﾞｽ部門： 

管理、ﾓﾊﾞｲﾙｻｰﾋﾞｽ、ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ、設備機械 

   出所：基本設計報告書 

 

3.3.3 技術指導 

 

本案件では、ソフトコンポーネントのスキームを利用して、次の 2 つの技術指導を実施した。 

 1) 予防医療を基盤とした保健教育啓蒙活動の強化 

 2) 医療機材維持管理の改善 

 

保健教育啓蒙における技術指導は以下のように実施された。 

 

1) 目的： 新たな保健教育啓蒙活動手法の導入により、地域保健サービスを活性化し、

地域住民の保健医療サービスに対する信頼と満足度を高める。 

 

2) 成果： 供与された機材を用いて、DC28 地区保健部が独自でより地域に適した保健

教育や啓蒙の教材などを作成できるようになる。これにより、予防医療を担当する看

護師のモチベーションを高めながら教育啓蒙活動が活性化され、一方で住民の活動

に対する信頼と満足度を高めることにつながる。 

 

3) 活動： DC28 地区保健部に所属する予防医療を担当する看護師に対して、供与機

材を活用した保健教育啓蒙活動手法を指導し、パイロット地域での実践と評価を行

った。 

 

4) 投入： 日本人専門家 1 名が 3 ヶ月間従事した。 

 

機材維持管理における技術指導は以下のように実施された。 

 

1) 目的： 医療機材管理の一元化と維持管理手法の導入により、効率的な機材の活用

と、長期的な機材更新計画の策定を容易にする。 

 

2) 成果: クワズール・ナタール州保健省中央医療技術部（CMTD）が導入している機材維持管理

システムを活用して、CMTD が管理していないその他の機材のデータを標準化する。これにより、

機材の更新計画の策定、更新すべき機材への無駄な修理費の削減が可能となり、またクワズー

ル・ナタール州保健省、DC28 地区保健部および各医 

 92 



 

3.4  案件の実施経緯[J1]

 

本案件は、以下の経緯で実施された。なお、基本設計報告書から実施段階への変更は無い。 

 

 1) 調査段階 

     基本設計調査：  2001 年 4 月 1 日から 2001 年 5 月 3 日まで 

     詳細設計調査：  2002 年 1 月 22 日から 2003 年 3 月 15 日まで 

  

 2) 交換公文 

     署名： 2002 年 1 月 16 日 

 

 4) 施工・調達段階 

     施設建設: 着工日 2002 年 4 月 11 日 

   竣工日 2003 年 2 月 24 日 

     竣工式 2003 年 4 月 11 日 

     機材調達 船積日 2002 年 8 月 19 日 （船積地： 東京） 

   引渡日 2002 年 10 月 15 日 

   完了日 2003 年 2 月 24 日 

   引渡式 2003 年 4 月 11 日 

 

 5) ソフトコンポーネントの実施 

     保健教育啓蒙手法指導 2002 年 9 月 29 日から 2002 年 12 月 20 日まで 

     機材維持管理手法指導 2002 年 10 月 20 日から 2003 年 1 月 10 日まで 

 

 

3.5  案件の実施後の経過 

 

本件が完工されてから、本評価調査まで 3 年半が経過している。 

 

保健管区 DC28 地区保健部（地区保健行政事務所）の位置する地区の中心都市エンパンゲ

ニ（Empangeni）市は、クワズール・ナタール州都ダーバン市から海岸と平行に南北に走

る幹線沿いに位置し、インドをはじめ中東･アジア地域との南アフリカ国の貿易の拠点港で

あるダーバン市に継ぐ同州の貿易港でもありまた大型客船も入港するリチャーズ・ベイ市

に隣接し、近年は同市の産業圏内に組み込まれながら急激に発展している。一方で、大規

模なサトウキビ農場の奥には、同地区内の広い範囲で現在でも伝統的な生活様式で暮らす
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ズール族の村落地帯が散在している状況である。 
 
保健医療セクターの動向では、国の保健医療予算は年々増加しており増加率も高く 2005 年

度実績は前年度より 15%も伸びている。予算の 8 割を占める保健医療サービスは地方に分

権化され各州の自主的政策が実施されている。 
 

表 3-13 保健省予算の動向 

 2002/03 年 2003/04 年 2004/05 年 2005/06 年 

管理費 112,242 117,434 145,764 164,380 

保健プログラム戦略 709,183 788,428 1,213,380 1,589,176 

保健医療サービス 6,272,951 6,771,545 7,057,983 7,981,608 

人件費 41,560 58,148 37,734 53,508 

計 7,135,936 7,735,555 8,454,861 9,788,672 

単位：千ランド  出所：Health Strategic Plan 2006/07 – 2008/09 

 
近年のトレンドでは、国家的な課題として母子保健と並ぶ感染症対策ではエイズ問題に加

えて結核が深刻化しており、直接監視下短期科学療法（DOTS）の導入を含む結核プログラ

ムを HIV プログラムと統合して対応を急いでいる。 
新しい中期（3 年間）国家保健戦略計画（Health Strategic Plan 2006/07 – 2008/09）によれば、各

州での実績に基づき成果の達成率を掲示しながら今後の目標を計画している。 

 

表 3-14 保健医療プログラムの成果の達成度の例 

プログラム 成果の達成度 

母子保健 IMCI 研修受講率 60%（対公衆衛生ワーカー数） 

 学校保健サービス（フェーズ I）60％（対学校施設数） 

 予防接種率 80％（目標率：75%） 

感染症対策 医療施設における VCT の設置率 80%（目標値：90%） 

 結核治療率 56.7%（目標：65%） 

   出所：Health Strategic Plan 2006/07 – 2008/09 

 
この中で、クワズール・ナタール州は、広大な地域をカバーするために全国で最も多くの

移動式クリニック（Mobile facility）や巡回診療所（Visiting point）を増設し、学校保健サ

ービスのフェーズI3を 100％達成し、医療施設管理者研修におけるクワズール・ナタール大

学との連携など高い評価を得ている。 
                                                  
3 フェーズIでは地域の学校に対する衛生･栄養指導など保健医療活動の実施や学童の栄養状況、生活環境状況の把握を

し、フェーズⅡでは栄養不良の学童の地域クリニックへの紹介や環境改善を実施する。 
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また、医療機器の維持管理においては、州の政策として各地区の主要病院施設と人材を活

用して医療技術ユニット（Health Technology Unit; HTU）を設置し、機材管理の一元化や

修理の集中化を図っている。 
一方で、同州においても保健医療専門職の人材不足は変わらず深刻な問題である。 
 

クワズール・ナタール州における医療ポストの現状 

 医療ポスト（人） 就任数（人） 不足率（％） 

専門医 1,356 561 58.6 

一般医 3,515 2,414 31.3 

正看護師 17,150 9,918 42.2 

準看護師 7,297 6,143 15.8 

看護助手・看護学生 10,238 8,489 17.1 

歯科医 77 60 22.1 

薬剤師 1,690 419 75.2 

放射線技師 810 430 46.9 

出所：Annual Report 2005/2006, KwaZulu-Natal Department of Health 
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第 4 章 対象施設の現状 

 
4.1 地方病院（Regional Hospital）の現状 

 

DC28 地区の二次医療サービスの中核である２つの地方病院は、いずれも地区の中心都市で

あるエンパンゲニ（Empangeni）市に位置している。これらエンパンゲニ地方病院とング

ウェレザナ地方病院について現場調査結果に基づき現状を報告する。なお、データ収集に

おいては、基本設計時に収集した 2000 年のデータと直近年間データである 2005 年のもの

と比較できるよう努めた。 
 
4.1.1 エンパンゲニ地方病院 

 
Empangeni Regional Hospital; EM 
 
エンパンゲニ地方病院は、産科と小児科に特化し

た医療サービスを提供する母子病院であり、

DC28 地区では専門病院として地区全体のトップ

レファラルな機能を担っている。 
当国の高い医療専門職不足の中で、本院の全職員

数は 2002 年時に比べて 1 割増加している。また専門病院とはいえ民主化後に専門医はわず

か 1 名で始まった状況が小児科医や産婦人科医を増強傾向にあり、また看護師も学士や専

門研修を積んだ従事者（Professional Nurse）の割合が高く専門

診療体制に進んでいる。また、本院は国家プログラムである病院

再活性プログラム（Hospital Revitalisation Programme）のク

ワズール・ナタール州における重点施設の一つ1として採択され、

病棟に収まらない患者を廊下にベッドを設置するなど工夫して

受け入れいる現状に対して、病棟 80 床の増築を年内に完成する

予定である。 
増築病棟 

表 4-1 エンパンゲニ地方病院施設規模 

項目 2001 年 2006 年 

総数 501 550 

・医師 13 23 

職員 

   専門医 1 7 

                                                  
1 州全体では 6 つの病院を対象としており、DC28 地区では唯一。 
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   一般医 12 13 

・看護師 313 315 

   正看護師 181 167 

   準看護師 66 86 

   看護助手 66 62 

・薬剤師 2 2 

・放射線技師 4 5 

・メンテナンス技師 14 17 

・事務職員 36 54 

 

・その他 119 127 

病床数  245 236 

出所：基本設計調査報告書およびアンケート回答 

 
クワズール・ナタール州の全国一の出生数と患者の病院での安全出産を目指した動向を背

景に本院の入院患者数は大きく伸びている。診療内容ではガンマ治療機の設置と共にがん

治療サービスを新たに実施している。 
 

表 4-2 エンパンゲニ地方病院診療実績 

診療項目 2001 年 2006 年（10 月までの累計） 

退院者数2 16,275 69,687 

院内死亡者数 251 212 

  小児科患者数 2,901 18,042 

  婦人科患者数 2,797 42,579 

入院関係 

  産科患者数 12,190 9,066 

出産件数 9,549 9,418 

  正常分娩数 7,648 6,321 

出産 

  帝王切開数 1,806 2,936 

手術 手術件数 4,295 4,624 

外来 外来患者数 45,543 31,360 

放射線検査数 データ無 2,358 

超音波検査数 データ無 13,346 

検査 

検体検査数 47,575 58,940 

出所：基本設計調査報告書およびアンケート回答 

                                                  
2 南アフリカ国の医療施設における診療統計の記録では入院に関していわゆる入院患者数である「入院登録者数」と「退

院者数」の 2 タイプ（入口記録と出口記録）があり、アンケート調査での回答結果はまちまちであった。 
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本件によって整備された機材は、概ね機能し十分使用されている。患者監視モニターは増

加する入院患者に対して稼動率は高く、また手術数や診断検査数も伸びており、X 線装置や

超音波診断装置も十分使用されている。本院のメンテナンス技術者には、医療機器の専門

技師はいないが、ングウェレザナ地方病院内に設置されている HTU と連携して修理依頼な

どを行っている。 
 

表 4-3 エンパンゲニ地方病院整備医療機材の状況 

主要機材 数量 機材状況 

麻酔器、人工呼吸器・換気量計測機能付 1 問題無く稼動･使用 

血液ガス分析装置 1 現在ダーバン市の専門業者で修理中 

超音波診断装置、カラードップラー付 1 問題無く稼動･使用（写真１） 

心電計、マルチチャンネル 1 問題無く稼動･使用（写真 2） 

子宮鏡 1 問題無く稼動･使用 

インファントウォーマー 1 問題無く稼動･使用 

多目的測定モニター（心電図・非観血血圧･体温） 10 問題無く稼動･使用（写真 3） 

手術台 1 問題無く稼動･使用（写真 4） 

超音波診断装置、白黒モニター 1 問題無く稼動･使用 

X 線装置、一般撮影 1 問題無く稼動･使用（写真 5） 

自動式 X 線フィルム現像機、卓上型 1 現在使用の据付型機種の予備として使用 

合計 20  

 

写真 1 写真２ 写真 3 

 

写真 4 写真 5 

出所：現地調査 

 

 
4.1.2 ングウェレザナ地方病院 

 

Ngwelezana Regional hospital; NG 
 
ングウェレザナ地方病院は、28 地区保健部に併設されて
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いる救急システムと連携して増大する交通事故などに対応する地域の外傷センターとして

有名である。また慢性疾患をはじめ総合診療の地区内トップレファラルの医療施設として

二次医療サービスを展開している。 
広い敷地を利用してこれら手術棟や慢性病院など独立した平屋建築を渡り廊下でつないで

いる。外来受付部分は屋外に面したオープン形式であるが、現在屋内に待合室を設置した

近代的に改築中である。本院の従事者総数 1,500 人規模の圧倒的な地区内最大医療施設で

ある。 
 

表 4-4 ングウェレザナ地方病院施設規模 

項目 2001 年 2006 年 

総数 1,282 1,499 

・医師 50 55 

   専門医 10 10 

   一般医 40 45 

・看護師 831 613 

   正看護師 321 245 

   準看護師 204 170 

   看護助手 306 185 

・歯科医 3 2 

・ソーシャルワーカー 4 4 

・薬剤師 3 3 

・物理療法師 11 7 

・放射線技師 22 25 

・メンテナンス技師 13 78 

・事務職員 94 61 

/職員 

・その他 336 70 

病床数  607 526 

出所：基本設計調査報告書およびアンケート回答 

 
入院患者は急増しており、サナトリウムのような病棟施設は民主化後には地域に開かれた

ものとなっている。特に結核や精神障害の入院患者数の増加は大きく、病棟の仕分けを変

更した。また、外来では HIV 診療患者も急増しており、これも一般外来とは別の建屋を特

別に構えている。 
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表 4-5 ングウェレザナ地方病院診療実績 

診療項目 2001 年 2006 年（10 月までの累計） 

入院登録者数 25,599 117,969 

退院者数 16,275 13,910 

院内死亡者数 1,909 2,225 

  整形外科患者数 1,932 18,235 

  外科患者数 4,843 20,961 

    小児科患者数 4,275 25,359 

    結核患者数 179 3,933 

入院関係 

  精神障害患者数 389 8,138 

手術件数 7,272 6,398 手術 

    全身麻酔手術件数 3,968 3,240 

外来患者数 95,611 82,699 

  外科患者数 16,329 2,250 

  小児患者数 8,880 12,446 

  救急患者数 11,919 4,747 

外来 

  HIV 患者数 309 10,221 

放射線検査数 45,259 44,677 

超音波検査数 4,173 5,201 

検査 

検体検査数 137,028 620,170 

出所：基本設計調査報告書およびアンケート回答 
 
本院の医療機器管理部は地区全体のメンテナンスセンターと

しての機能、すなわち HTU として州保健省より指定されてい

る。本院の機材修理だけでなく、他医療施設（クリニックも含

む）機材の点検や修理を行い、すべての機材台帳を一元管理し、

さらに予備機材の緊急貸し出しも実施している。（写真：HTU
内部） 
本件によって整備された機材は、概ね機能し十分使用されてい

る。患者監視モニターは増加する入院患者に対して稼動率は高く、また手術数や診断検査

数もほぼ横ばいで、X 線装置や超音波診断装置も十分使用されている。 
さらに本院には、2004 年度の州保健省による機材購入の大きな目玉であった CT スキャナ

ーと MRI が導入（2005 年度予算にて据付完了、写真 1）され、画像診断技術は飛躍的に向

上した。 
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表 4-6 ングウェレザナ地方病院整備医療機材の状況 

主要機材 数量 機材状況 

麻酔器、人工呼吸器付 1 問題無く稼動･使用 

麻酔器、人工呼吸器・換気量計測機能付 1 問題無く稼動･使用（写真 2） 

血液ガス分析装置 1 問題無く稼動･使用 

血液ガスモニター 1 使用不可（業者にてスペアパーツ見積り中） 

X 線装置、C アーム型 1 問題無く稼動･使用（写真 3） 

超音波診断装置、カラードップラー付 1 問題無く稼動･使用（写真 4） 

除細動器、心臓ページング機能付 1 問題無く稼動･使用 

除細動器、モニター･レコーダー付 1 問題無く稼動･使用 

心電計、マルチチャンネル 1 問題無く稼動･使用（写真 2） 

腹腔鏡 TV システム 1 問題無く稼動･使用 

多目的測定モニター（ベッドサイドモニター） 3 問題無く稼動･使用（写真 5） 

多目的測定モニター（心電図・非観血血圧・体温） 18 ほぼ問題無く稼動･使用（2 台は HTU にて修理）

手術台（放射線透視型） 1 問題無く稼動･使用 

白内障手術装置 1 問題無く稼動･使用 
X 線装置、移動式 1 問題無く稼動･使用 
搬送用保育器 1 問題無く稼動･使用 
超音波診断装置、白黒モニター 1 問題無く稼動･使用 

X 線装置、一般撮影 1 問題無く稼動･使用 

眼圧計 1 問題無く稼動･使用 
眼底カメラ 1 問題無く稼動･使用 
自動式 X 線フィルム現像機、卓上型 1 現在使用の据付型機種の予備として使用 

合計 39  

 

写真 1 

写真２ 写真 3 

 

写真 4 写真 5 

出所：現地調査 

 
 
 



 102 

4.2 地区病院（District Hospital）の現状 

 

DC28 地区内には 6 つの地区病院が散在する町の中心に配備され、近隣のクリニックからの

紹介患者を含めて地域の総合 2 次医療サービスを実施している。本件はすべての地区病院

を対象としており、この中でエショウエ地区病院とセントメリー地区病院について現場調

査結果に基づき現状を報告する。また、現場調査できなかった他の地区病院については、

質問票による回答を得ているが、特に大きな問題などの情報はなかった。 
 
 
4.2.1 エショウエ地区病院 

 
Echowe District Hospital 
 
エショウエ市は、DC28 地区の南部に位置し、エン

パンゲニ市を通る幹線道路から内陸へ約 30 キロメ

ートル入ったところにある。南アフリカでも有数な

サトウキビ地帯であり、周辺部を含めて人口約 22
万人をカバーするエショウエ地区病院は同市の中央に位置し地域の二次医療を展開してい

る。近年における専門職、特に看護スタッフの流出は地区病院の深刻な問題の一つである。 
 

表 4-7 エショウエ地区病院の施設規模 

項目 2001 年 2006 年 

総数 549 556 

・医師 11 8 

   専門医 4 2 

   一般医 7 6 

・看護師 324 227 

   正看護師 162 91 

   準看護師 92 69 

   看護助手 70 67 

・歯科医 0 1 

・ソーシャルワーカー 0 2 

・薬剤師 2 2 

・物理療法師 1 2 

・放射線技師 5 4 

/職員 

・メンテナンス技師 11 22 
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・事務職員 42 48  

・その他 153 240 

病床数  460 460 

出所：基本設計調査報告書およびアンケート回答 

 
患者数は急増しており、母子病院との区分けなど現有施設の活用に工夫している。物理療

法師の増員によりスピーチセラピーを新たにサービス強化している。本院での検査数の増

加に関しては明らかに本件で整備された機材が大きく関わっている。 
 

表 4-8 エショウエ地区病院診療実績 

診療項目 2001 年 2006 年（10 月時） 

入院登録者数 17,208 89,750 

院内死亡者数 1,258 1,457 

    内科患者数 6,388 15,996 

  整形外科患者数 421 473 

  外科患者数 2,494 2,522 

    小児科患者数 2,917 3,391 

  婦人科患者数 902 4,085 

  産科患者数 3,329 705 

    結核患者数 707 945 

入院関係 

  精神障害患者数 16 17 

出産件数 2,987 3,311 

  正常分娩数 1,905 2,184 

  帝王切開数 905 1,044 

出産 

  死産数 98 66 

手術件数 3,928 2,505 手術 

    全身麻酔手術件数 1,280 1,861 

外来患者数 72,748 146,560 

    内科患者数 127,667 130,564 

  外科患者数 38,004 20,367 

  小児患者数 254,013 62,660 

  産婦人科患者数 1,044 6,756 

  家族計画患者数 6,899 10,120 

外来 

  救急患者数 29,772 4,015 

検査 放射線検査数 データ無 27,358 



 104 

超音波検査数 データ無 560  

検体検査数 45,470 251,030 

出所：基本設計調査報告書およびアンケート回答 

 
本件によって整備された機材は、概ね機能し十分使用されている。機材の購入と修理費は

わずかながら（全体予算の 1％程度）計上しているが、HTU への依存度は大きい。 
 

表 4-9 エショウエ地区病院整備医療機材の状況 
主要機材 数量 機材状況 

麻酔器、人工呼吸器付 1 問題無く稼動･使用（写真 1） 

血液ガスモニター 1 問題無く稼動･使用 

除細動器、モニター･レコーダー付 1 問題無く稼動･使用（写真 2） 

インファントウォーマー 1 問題無く稼動･使用 

腹腔鏡 TV システム 1 問題無く稼動･使用（写真 3） 

多目的測定モニター（ベッドサイドモニター） 2 問題無く稼動･使用（写真 4） 

多目的測定モニター（心電図・非観血血圧・体温） 8 問題無く稼動･使用 

超音波診断装置、白黒モニター 1 問題無く稼動･使用（写真 5） 

X 線装置、一般撮影 1 現在は問題無く稼動･使用（過去 3 度修理） 

合計 17  

 

写真 1 

写真２ 

写真 3 

 

写真 4 

写真 5 

出所：現地調査 

 
4.2.2 セントメリー地区病院 

 
St. Mary Kwamawaza District Hospital 
 
セントメリー地区病院が位置するクワマザナ市は、

DC28 地区の中央北部に位置し、幹線道路から内陸

へ約 70 キロメートル入ったところにある。ここから

さらに内陸はズール族の農村地域が広がり、同病院
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は周辺部を含めて人口約 5 万人をカバーする二次医療というより一次医療の中心として機

能している（専門医はいない）。 
 

表 4-10 セントメリー地区病院の施設規模 

項目 2001 年 2006 年 

・医師（一般医のみ） 4 7 

・看護師 90 87 

   正看護師 35 28 

   準看護師 27 47 

   看護助手 28 12 

・ソーシャルワーカー 0 1 

・薬剤師 0 1 

・物理療法師 0 2 

・放射線技師 1 3 

・メンテナンス技師 5 9 

・事務職員 16 39 

職員数 

・その他 63 39 

病床数  165 147 

出所：基本設計調査報告書およびアンケート回答 

 
外来や入院機能は変わらず、またこれらの診療実績も横ばいできている。しかし、検査診

断機能はスタッフの増強もあって整備された。本件による X 線装置や超音波診断装置の供

与はこれに大きく関わっている。 
 

表 4-11 セントメリー地区病院診療実績 
診療項目 2001 年 2006 年（10 月までの累計） 

    内科患者数 2,109 2,325 

  整形外科患者数 101 86 

  外科患者数 437 337 

    小児科患者数 325 257 

  産婦人科患者数 131 397 

入院関係 

    結核患者数 11 131 

出産件数 1,122 1,182 

  正常分娩数 897 968 

出産 

  帝王切開数 189 225 
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   死産数 26 12 

手術件数 486 ３２０ 手術 

    全身麻酔手術件数 データ無 20 

外来 外来患者数 19,400 28,016 

放射線検査数 データ無 5,362 

超音波検査数 データ無 2,779 

検査 

検体検査数 2,785 2,604 

出所：基本設計調査報告書およびアンケート回答 

 
本件によって整備された機材は、概ね機能し十分使用されている。機材修理に関して HTU
との連携に問題はない。 
 

表 4-12 セントメリー地区病院整備医療機材の状況 
主要機材 数量 機材状況 

血液ガスモニター 1 問題無く稼動･使用 

除細動器、モニター･レコーダー付 1 問題無く稼動･使用（写真 1） 

インファントウォーマー 1 問題無く稼動･使用（写真 2） 

多目的測定モニター（ベッドサイドモニター） 1 問題無く稼動･使用（写真 3） 

多目的測定モニター（心電図・非観血血圧・体温） 4 ほぼ問題無く稼動･使用（1 台は HTU で修理中）

超音波診断装置、白黒モニター 1 問題無く稼動･使用 

X 線装置、一般撮影 1 問題無く稼動･使用（写真 4） 

合計 10  

 

写真 1 写真２ 

写真 3 

 

写真 4 病棟の様子 

出所：現地調査 
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4.3 コミュニティヘルスセンターの現状 

 
Community Health Centre (CH) 
 
コミュニティヘルスセンターは、24 時間診療のクリ

ニックの一つであり、産科の分娩処置、救急患者受け

入れのための処置室、さらに患者の短期滞在用病室を

整備しているのが特徴である。 
本件では、比較的医療施設の整備が遅れている DC28
地区の北部に散在するクリニックを担当区域としてエンパンゲニ市の北に位置するンセレ

ニ地区にあったクリニックを移設して新たにコミュニティヘルスセンターとして建設した。

ンセレニから北部の地区境まで対象人口は約 10 万で、これは地区病院レベルがカバーする

規模である。 
診療は、一般外来、産婦人科および救急外来の他、歯科とリハビリ科があり、画像診断や

臨床検査、薬局、さらに短期滞在病室が整備されている。常勤の医師も確保し、開院して 3
年が経ているが、増加する結核患者の診察スペースを区切るなど、患者数の増大にスペー

スの余地はなく、スタッフからは増築希望の意見もあった。また現在歯科は週一回の巡回

診療でサービスを提供しているが、スペース活用のため常勤歯科医を申請している。 
 

表 4-13 ンセレニ CH の施設規模 

項目 2001 年 2006 年 

総数 21 108 

・医師（一般医のみ） 0 3 

・看護師 13 57 

   正看護師 8 35 

   準看護師 3 14 

   看護助手 2 8 

・事務職員 2 21 

職員数 

・その他 6 28 

出所：基本設計調査報告書およびアンケート回答 

 
患者数は 11 万人を超え、前身のクリニックでは一日平均 1 件の分娩があった程度だったも

のが、新設された現在、年間 800 件以上の分娩数の実績があり施設を最大に活用している。

ングウェレザナ地方病院への紹介患者も 3 倍に増え、スクリーニング機能をもはたしてい

る。 
以上のように本件によって整備された施設は十分に活用されており、機材についても概ね
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機能し十分に使用されている。 
 

表 4-13 ンセレニ CH 整備医療機材の状況 
主要機材 数量 機材状況 

心電計、マルチチャンネル 1 問題無く稼動･使用（写真 1） 

インファントウォーマー 2 ほぼ稼動･使用（吸引機能の不可、写真 2） 

多目的測定モニター（ベッドサイドモニター） 3 問題無く稼動･使用 

搬送用保育器 1 問題無く稼動･使用 

超音波診断装置、白黒モニター 1 問題無く稼動･使用 

X 線装置、一般撮影 1 問題無く稼動･使用（写真３） 

デンタルユニット 1 問題無（稼動率低い、写真 4） 

合計 10  

 

写真 1 

写真２ 

写真 3 

 

写真 4 

病棟の様子 

出所：現地調査 

 
 
 
4.4 クリニックの現状 

 

クリニックは地域医療の橋頭堡であり、DC28 地区においてもすべてのコミュニティ単位で

全 44 箇所のクリニックが整備されている。さらに移動式クリニックと巡回診療所の設備を

利用することによって地域での保健活動を全域的にカバーしている。 
本件ではすべてのクリニックに対し、簡易検査や基礎診療セットを整備し、その中で分娩

室あるいは分娩台のある 31箇所のクリニックについては未熟児など対応のためのインファ

ントウォーマーも供与した。今回現場視察したのは 3 クリニックのみであるが、全サイト

からの質問票の回答によれば、供与機材は問題なく使用されている。 
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Ngwelezana CC 

 

Ngwelezana CC 内部 

 

クリニックへ供与

の Infant Warmer 

 

Sappi CC 

 

 

Ntambanana CC 

 

 

近年、多くのクリニックは VCT を併設して広報しており、結核においても DOTS の前線基

地としての機能を加えている。 
 
 
4.5 DC28 地区保健部の現状 

 
DC28 地区保健部の事務所は 2003 年に 2 階建ての大きな建屋

に移転され、移動式クリニックや救急システム用車両のベースと

もなっている。特に、地域保健活動はここから指揮され、ヘルス

プロモーションのコーディネーターの詰め所も本事務所内にあ

る。 

地域保健の目覚しい達成は、学校保健において保健省が計画したプログラムの全学校での実施

が挙げられる。全国の達成度は 6 割程度であるが、クワズール・ナタール州においては 100%フェー

ズⅠを達成してコミュニティの栄養状況や生活環境を把握している。 

これら保健活動において供与された視聴覚機材を十分に活用して様々なツールを作成している。 

 



第 5 章 分析 

 
5.1 評価の課題 

 

南アフリカ国｢クワズナール・ナタール州医療施設向上計画｣の事後評価にあたり、基本設

計報告書をベースとして、あるいは報告書内の情報をベースラインとして評価業務を実施

するが、基本設計時の本案件の事前評価の概略は以下の通りとなっている。 
 

表 5-1 事前評価の枠組み 

1. 対象事業名 

  南アフリカ共和国 クワズール・ナタール州医療施設向上計画 

2. 我が国が援助することの必要性・妥当性 

 (1) 我が国の動向 

 ・アパルトヘイトの犠牲者である黒人層の自立を支援してきた。 

 ・対南ア支援策を発表し実施してきた。 

 ・重点分野は、人造り、基礎教育、保健･医療、中小企業振興、環境および南部アフリカへの地域協力で

ある。 

 (2) 保健医療セクターの課題 

 ・国家保健政策「保健・医療部門戦略フレームワーク 2000 - 2004」による医療サービスの質向上の重視 

 ・クワズールナタール州保健省は上政策を反映した「5 カ年戦略計画 2000 - 2004」を策定 

 ・同州の課題：医療サービス（質の向上、プライマリヘルスケアを基礎とした地域医療システムの確立、 

罹患率と死亡率の低下、病院サービスの回復）、人材開発および組織運営の向上 

 ・特に、旧ホームランドの医療サービスの改善   

3. 協力対象事業の目的（プロジェクト目標） 

 クワズール・ナタール州のなかで医療サービスが著しく劣る DC28 地区において； 

 ・不十分な産科および公衆衛生を基盤とした一次医療サービスを改善する。 

 ・二次医療サービスを向上する。 

4. 協力対象事業の内容 

 (1) 対象地域： DC28 地区 

 (2) アウトプット 

 1) 地方病院、地区病院、クリニックにおいて、適切な医療サービスの提供に必要な医療機材が更新さ

れる。 

 2) ンセレニ CHC の新設により、CHC 周辺地域において適切な医療サービスが提供される。 

 3) 技術指導の受講者が保健教育啓蒙の手法を理解する。 

 4) 技術指導の受講者が医療機材の維持管理手法を理解する。 

 (3) インプット 
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 1) 機材供与 

  ・医療機材： 地方病院(2)、地区病院(6)、クリニック(44)、新設 CHC(1) 

  ・保健教育啓蒙機材： 地区保健部 

  ・医療機材維持管理用機材：地区保健部技術部門（エンパンゲニ地方病院およびエショウェ病院内）、 

               中央医療技術部門 CMTD（イグウェレザナ地方病院内） 

 2) 施設建設： ンセレニ CHC の新設 

 3) ソフトコンポーネント 

  ・保健教育啓蒙手法指導：地区保健部 PHC 担当看護師対象 

  ・医療機材維持管理手法指導：地区保健部技術部門スタッフ、病院物品管理責任者対象 

 (4) 総事業費： 概算事業費 10.93 億円（日本側 10.47 億円、南アフリカ側 0.46 億円） 

 (5) スケジュール： 実施設計を含め 17 ヶ月の工期を予定 

 (6) 実施体制： 南アフリカ国保健省および DC28 地区の対象施設 

5. プロジェクトの成果 

 (1) プロジェクトにて裨益を受ける対象の範囲および規模 

クワズール・ナタール州 DC28 地区の住民：約 76 万人 

 (2) 事業の目的（プロジェクトの目標）を示す指標 

 1) 二次医療サービスの向上（対象 8 病院） 

項目 2001 年（実施前） 2004 年（実施後） 

放射線・超音波検査件数（年間）が増加する。 113,688 125,000 

手術件数（年間）が増加する。 19,728 21,700 

入院患者数（年間）が増加する。 78,604 86,400 

2) 産科および公衆衛生を基盤とした医療サービスの改善（対象 44 クリニック、但し、学校保健サービ

スプログラム対象は 779 校） 

項目 2001 年（実施前） 2004 年（実施後） 

クリニックにおける分娩件数（年間）が増加する。 1,454 人 1,600 人 

クリニックにおける外来患者数（年間）が増加する。 904,606 人 995,000 人 

学校保健サービスプログラム実施件数（年間）の増加 10 校 230 校 

地域での健康増進プログラム実施件数（年間）の増加 - 100 件 

3) その他の成果指標 

 医療機材維持管理の効率化（対象 DC28 地区全体） 

項目 2001 年（実施前） 2004 年（実施後） 

機材維持管理データの中央管理可能病院が増加する。 - 8 病院  
6. 外部要因リスク 

 ・DC28 地区の医療サービス予算が枯渇しない。 

 ・DC28 地区の医療スタッフが現状より減少しない。 

 ・DC28 地区のクリニックにおいて適切な診断が行われる。 
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 ・技術指導で導入された機材保守管理および保健教育啓蒙活動が継続実施される。 

出所：基本設計調査報告書 

 
基本設計調査をベースラインとして事後評価するにあたって、以下の事項に困難な面があ

った。 

1) 上位目標の内容が明確でないため、クワズール・ナタール州保健政策での位置

づけの検証に困難なところがあった。 

2) プロジェクト目標の指標の根拠が明確でないため、プロジェクト目標の達成度

（効果）測定が困難であった。 

 3) 上位目標の指標がないため、持続性や自立発展性の検証が困難であった。 

4) プロジェクト目標の指標は各事業の成果の指標と同じに考えているため、効率

性やインパクトの測定が困難であった。 

5)以上のように、基本設計時には、評価の視点では一般的に計画の妥当に主眼を置

き、その他の評価項目についての予測や見込みが乏しいところから、事後評価に

困難性があった。 

 

5.2 評価指標の設定 

 

前項の困難性を踏まえて、今回、事後評価のためのロジックを想定される指標と目標値を付して、

以下のように設定した。 

 

表 5-2 事後評価の枠組み 

項目 内容 指標 ＜目標値＞ 

中央保健省評価 

クワズール・ナタール州保健省評価 

上位目標 クワズール・ナタール州 DC28 地区のすべ

ての住民が享受できる医療環境が向上す

る。 住民の意識の変容 

母子診療の拡大 DC28 地区において産科や公衆衛生を中

心とした一次医療サービスが改善される。 新たな保健医療活動・サービスの提供 

二次医療サービスの拡大 

プロジェクト

目標 

DC28 地区において二次医療サービスが

向上される。 患者紹介体制の強化 
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  HTU による地区内病院のすべての機材の一元管理 

手術件数の増加 ングヴェレザナ地方病院の外科専門診療

機能が向上する。 画像診断件数の増加 

入院患者数の増加 エンパンゲニ地方病院の母子専門診療機

能が向上する。 画像診断件数の増加 

母子医療の外来患者数の増加 対象 6 地区病院の母子医療を中心とする

診療機能が向上する。 画像診断件数の増加 

分娩件数の増加 

画像診断件数の増加 

ンセレニ CHC の診療機能が大幅に向上

する。 

新たな診療サービスの提供 

分娩数の増加 クリニックの母子のための診療機能が向上

する。 小児患者数の増加 

学校保健プログラム実施の増加 

成果 

DC28 地区保健部による地域での保健活

動が拡大する。 保健プログラム数の増加 

 

 

 

5.3 住民調査 

 

クワズール・ナタール州 DC28 地区のメルモス（Melmoth）市、及びその周辺地域（セントメリ

ー・クワマグワザ地区病院管内）住民に対する医療、医療施設、及びヘルスプロモーションに

関するアンケート調査 
 

目的：わが国が平成 13 年に実施した南アフリカ共和国クワズール・ナタール（KZN）州医療施設向

上計画」の案件に対する事後評価のうち、施設/機材の適切性、効果の発現状況、インパクトの状

況、広報効果（ビジビリティー）、及び関係者の評価を行うため、本案件の対象地区（DC28 地区）

内のメルモス市、及びその周辺地域（セントメリー・クワマグワザ地区病院管内）における一般住民

に対して聞き取りアンケート調査を実施した。 

 

対象及び方法：平成 18 年 11 月 23 日から 11 月 26 日の 4 日間、本案件の 53 対象医療施設のう

ちのひとつである、KZN州メルモス市のセントメリー・クワマグワザ地区病院管内の周辺施設にてア

ンケートに協力を依頼した一般住民（100 人）に対して、本案件調査員の青木と現地スタッフ（DC28

ヘルスプロモーターら）のズールー語あるいは英語による面接聞き取りアンケート調査を実施した。

アンケートは、メルモス市の中心部と郊外（メルモス市の中心部から 20~30Km離れた地域）で各 50

人、計 100 人の一般住民に実施した。さらに、メルモス市中心部と郊外の両地域内で、これまで健

康増進キャンペーンが実施された地域とキャンペーンが実施されていない地区の 2 つに分け、そ
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れぞれの地区の 25 人に対してアンケート調査を実施した。すなわち、アンケート調査は、メルモス

市の中心部と郊外部、及びキャンペーンの行われた地区と行われていない地区の 4 つのグループ

に対して実施された。アンケートを依頼するにあたり、本アンケートの趣旨を個別に説明し、協力の

同意を得た後、聞き取りアンケート調査を実施した。それぞれの地域、及び地区において、アンケ

ートの協力を依頼したすべての方々から協力を得ることができたが、コーディネーターの配布、回

収ミスのためのアンケート回収率は、99％であった。聞き取りアンケートの項目は、個人の属性（性、

年齢、教育歴、居住地から最寄りの病院、あるいはクリニックまでの距離、及び現在の自覚的健康

度（10 点満点）、最寄りの病院、あるいはクリニックの医療水準、救急の際の病院への移動（搬送）

手段、医療機関の選択に際してもっとも重視している事項、並びに健康増進や健康教育などに関

するニーズに関する事項、などである。データの集計及び分析に関しては、アンケートに対する数

値での回答（年齢、距離など：連続データ）や選択肢回答（性別など：カテゴリカルデータ）を統計

的手法によって行った。1

 

結果： 

1. 一般住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有無）ご

との男女別の平均年齢と対象者数（表 5-3） 

Area（地域）
キャンペーン

の有無

(+) 43.0 (1) 38.5±10.63 (19) 38.7±10.40 (20)
(-) 23.2±5.26 (5) 21.7±5.87 (16) 22.1±5.64 (21)
(+) 28.2±18.05 (5) 41.2±18.66 (19) 38.5±18.92 (24)
(-) 41.3±16.47 (7) 43.1±16.30 (18) 42.6±16.02 (25)

32.7±15.75 (18) 36.6±15.98 (72) 35.8±15.92 (90)

Melmoth

Kwenbila

Total

表5-3 . 対象者（アンケート協力者）ごとの男女別の平均年齢 (歳）（ mean± SD ）と対象者数

Subjects (対象者)
Men (男性) Women (女性) Total

 

 
（注）上記表中の数字は、平均±標準偏差（mean±SD）を示しており、（ ）内の数字は、 

対象者人数を示している。 

対象者（アンケート協力者）の一般住民の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有無）

ごとの男女別の平均年齢と対象者数を表１に示す。一般住民調査の対象者の居住地域（Melmoth 

(M)地域；41 人、Kwenbila (K)地域；49 人）別の M 地域の男性（6 人）、及び女性（35 人）の平均年

齢（歳）（±SD）（対象者人数）は、M 地域の結核キャンペーンのあった地域で 43.0（1）、及び

38.5±10.63（19）歳、結核キャンペーンがない地域で、男性 23.2±5.26（5）歳、及び 21.7±5.87（16）

歳であった。一方、K 地域では、結核キャンペーンがあった地区で男性 28.2±18.05（5）歳、及び女

                                                  
1 データの集計及び分析は、MS-Excel及び統計ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｴｱSPSSVer.14.0 を使用して行った。連続データ（年齢、距離、

自覚的健康評価（10 点満点）など）及びカテゴリカルデータ（性別や選択肢のアンケート項目など）に対して、群間で差があるかど

うかを検証するため、t検定（一部分散分析）、及びχ2検定を実施し、それぞれ群間の差を調べた。なお、アンケート項目ごとにn数

（サンプル数）が異なっているのは、無回答や不明などのための欠損データがあったためである。 
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性 41.2±18.66（19）歳であり、結核キャンペーンがない地区においては、男性 41.3±16.47（7）歳、及

び女性 43.1±16.30（18）歳であった。 

 

2.  一般住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（キャンペーンの有無、市中心部及び郊外）

ごと最寄りの医療施設までの距離(Km)(対象者人数) (表 5-4) 

Area(地域） キャンペー

ンの有無

(+) 7.36±3.39 (25)
(-) 27.9±61.59 (24)
(+) 14.0±12.22 (25)
(-) 16.0±20.07 (25)

表5-4. 調査対象者の居住地から医療施設（病院・診療所）までの距離 (Km)(mean
±SD) (対象者数 (人） )

Subjects (対象者) 対象者の居住地から医療施設までの距
離（ｋｍ）（mean±SD) 有意差検定

Total 16.2±32.91 (99)

Melmoth 17.4±43.95（49） N.S.
N.S.

Kwenbila 15.0±16.47（50） N.S.

 

 
 （注）上記表中の数字は、平均±標準偏差（mean±SD）を示しており、（ ）内の数字は、対象者人数を示してい

る。N.S: Non Significant（有意差無し） 

一般住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有無）ごと

の最寄りの医療施設までの平均距離(Km)(±SD)（対象者人数）は、M 地域のキャンペーンがあっ

た地区では、7.36±3.39 (25) Km、なかった地域では、27.9±61.59 (24) Km であった。一方、K 地域

では、キャンペーンのあった地区で、14.0±12.2 (25) Km、なかった地区では、16.0±20.07 (25) Km

であった。M,K の両地域間、及び両地域におけるキャンペーンの有無でわけた地区間において、

ともに有意な差は認められなかった。 

 また、全対象者の居住地から医療施設までの距離は、16.2±32.91 (99) Km であった。 

 

3.  一般住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有無）

ごと対象者の自覚的健康度（10 点満点）(表 5-5) 

Area(地域)
キャンペーン

の有無

(+) 6.2±3.14 (25)
(-) 8.2±1.57 (21)
(+) 6.6±2.66 (25)
(-) 5.3±2.14 (25)

表5-5 . 調査対象者の自覚的健康度の評価（ 10 点満点）　 (mean ±SD) (対象者数 (人） )

Subjects (対象者)
自覚的健康度（mean±SD)(対象者数（人）） 有意差検定

ｐ＜0.05
ｐ＜0.05

Kwenbila 6.0±2.47（50） N.S.

Total 6.5±2.64 (96)

Melmoth 7.1±2.71（46）
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 （注）上記表中の数字は、平均±標準偏差（mean±SD）を示しており、（ ）内の数字は、対象者人数を示している。

また、有意確立 P は 0.05 以下であり、有意差は無いといえる。 

一般住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部(M 地域)及び郊外(K 地域)）ごとの対

象者の自覚的健康度（10 点満点）の平均点（SD）は、M 地域 7.1±2.71（46）点、及び K 地域

6.0±2.47 (50) 点であり、両地域間で有意差は認められなかった。また、各地域のキャンペーンの

有無別の地区間では、M 地域のキャンペーンがなかった地区（8.2±15.7（21）点）の方が、キャンペ

ーンがあった地区（6.2±3.14 (25) 点）より高かった。一方、K 地域では、キャンペーンの有無別の

地区間で自覚的健康得点に有意な差は認められなかった。 

 

4.  一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの

有無）ごとの最寄りの医療施設の医療水準評価（10 点満点）(表 5-6) 

Area(地域)
キャンペーンの

有無

(+) 6.8±3.11 (25)
(-) 7.1±2.51 (23)
(+) 6.3±2.98 (25)
(-) 6.5±2.77 (25)

Total 6.7±2.83 (98)

Melmoth 7.0±2.81（48） N.S.
N.S.

Kwenbila 6.4±2.85（50） N.S.

表5-6 . 調査対象者からみた病院の医療水準（ 10 点満点）　 (mean ±SD) (対象者

数 (人） )

Subjects (対象者) 医療水準（mean±SD)（対象者数

（人））
有意差検定

 
 

 （注）上記表中の数字は、平均±標準偏差（mean±SD）を示しており、（ ）内の数字は、対象者人数を示している。

N.S: Non Significant（有意差無し） 

一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外）別の最寄りの医療施

設の医療水準評価（10 点満点）の平均点（±SD）（対象者人数）は、M 地域、及び K 地域で、それ

ぞれ 7.0±2.81（48）点、及び 6.4±2.85（50）点であり、両地域間で有意な差は認められなかった。ま

た、両地域内のキャンペーンの有無別でも有意な差は見られなかった。 

 

5.  一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの

有無）ごとの救急時の病院までの移動(搬送)手段 (表 5-7) 
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Area(地域)
キャンペーン

の有無

(+) 3 （12.0） 21 (84.0) 1 (4.0) 25 (100.0)
(-) 0 (0.0) 11 (45.8) 13 (54.2) 24 (100.0)
(+) 17 （68.0） 8 (32.0) 0 (0.0) 25 (100.0)
(-) 22 (88.0) 3 (12.0) 0 (0.0) 25 (100.0)

42 (42.4) 43 (43.4) 14 (14.1) 99 (100.0)

Melmoth

Kwenbila

Total

表5-7. 調査対象者の救急時の病院までの移動 (搬送 )手段 (人（％））

　　　　　　　　　　　　救急時の病院まで

移動　　　　　　　　　　　　の移動手段
Subjects (対象者) 友人や知人の車、タ

クシーなど

救急車の出動を依

頼する

その他（歩いて受診

する、他）
Total

 

 

一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部（M地域）及び郊外（K地域）で

対象者の救急時の病院までの移動(搬送)は救急車の出動を依頼するが、45.8～84.0%で、友人や

知人の車、タクシーなどを利用して病院まで移動(搬送)するが、0.0~12.0%、そして、その他(歩い

ていく、など)が 4.0~54.2%であった。一方、K 地域では、救急時の病院までの移動(搬送)として、友

人や知人の車、タクシーなどを利用がもっとも多く（68.0~88.0%）であり、次いで救急車の出動を依

頼する（12.0~32.0%）であった。これは、両地域の医療施設までの交通アクセスの容易性や両地域

の地理的、及び経済的要因が関係している可能性を示唆している。K 地域は、市の中心部から離

れており、救急時救急車の出動を依頼したのでは、即応性に欠け、より速く医療施設に移動（搬

送）しようと思えば、友人や知人の車、タクシーなどを利用する、となるのではないかと考えられる。 

 

6.  一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの

有無）ごとの医療機関を選択する際にもっとも重視していること (表 5-8) 

Area（地域）
キャンペー

ンの有無

(+) 3 （23.1） 6 (46.2) 1 (7.7) 1 (7.7) 2 （15.4） 0 （0.0） 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (100.0)

(-) 1 (4.3) 15 (65.2) 2 (8.7) 1 (4.3) 0 (0.0) 1 (4.3) 0 (0.0) 3 (13.0) 23 (100.0)
(+) 5 （22.7） 8 (36.4) 1 (4.5) 3 (13.6) 4 （18.2） 0 (0.0) 1 (4.5) 0 (0.0) 22 (100.0)

(-) 1 (4.8) 10 (47.6) 1 (4.8) 3 (14.3) 2 (9.5) 1 (4.8) 3 (14.3) 0 (0.0) 21 (100.0)

10 (12.7) 39 (49.4) 5 (6.3) 8 (10.1) 8 (10.1) 2 (2.5) 4 (5.1) 3 (3.8) 79 (100.0)

Total

Melmoth

Kwenbila

Total

表5-8 . 医療施設を選択する際に重視していること (人（％））

　　　　　医療施設を選択する際に重視

し　　　　　　　　　　　　　　　　していること

Subjects (対象者) 近いこと
医療機材が充

実している

知り合いの医

師がいるから

医師の評判が

良いから
高医療水準 医療費が無料

特に理由はな

い
その他

 

 一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有

無）ごとの医療機関を選択する際にもっとも重視していることは、M 地域、K 地域の地域別、及びキ

ャンペーンの有無の地区別で特に大きな差異はなく、全対象者で、医療機関選択の際に重視する

点は、医療機材の充実が最も高く(49.4%)、次に医療施設までの距離が近いこと(12.7%)、さらに同

率で医師の評判(10.1%)と医療水準が高いこと(10.1%)であった。アンケート対象者の約半数で、医
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療施設選択の際に最も重視する点として、医療機材の充実を挙げており、この傾向は、対象地域

や対象地区によらず病院選択の際に最も重視されていた。 

 

7. 一般地域住民対象者（アンケート協力者）の健康増進（Health Promotion）キャンペーンの認知

とキャンペーンへの参加希望の関連性 (表 5-9) 

　　　　　　　　　　　　　　キャンペーンへの参加希望
キャンペーンの認知

参加したい 参加したくない Total

知っている　(+) 60 （96.8） 2 (3.2) 62 (100.0)
知らない　(-) 23 (95.8) 1 (4.2) 24 (100.0)

Total 83 (96.5) 3 (3.5) 86 (100.0)
N.S.

表5-9.　キャンペーンの認知とキャンペーンへの参加希望　(人（％））

 
N.S: Non Significant（有意差無し） 

キャンペーンの認知度に関わらず、対象者の大半(96.5%)は、キャンペーンが居住地域で行わ

れれば参加したい、と回答していた。居住地域や地区によらず、健康増進キャンペーンへの参加

希望は高く、今後の健康増進キャンペーンの充実が期待される。 

 

8. 一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有

無）ごとの健康増進（Health Promotion）のテーマとして希望する項目の差異 (表 5-10) 

Area(地域)
TBキャンペー

ンの有無

(+) 8 （33.3） 6 (25.0) 18 (75.0) 16 (66.7) 2 （8.3） 10 （41.7） 4 (16.7) 2 (8.3) 1 (4.2) 3 (12.5) 1 (4.2) 24 (100.0)

(-) 4 (16.7) 1 (4.2) 19 (79.2) 17 (70.8) 6 (25.0) 8 (33.3) 4 (16.7) 4 (16.7) 6 (25.0) 0 (0.0) 1 (4.2) 24 (100.0)

(+) 3 （12.0） 5 (20.0) 21 (84.0) 22 (88.0) 5 （20.0） 5 (20.0) 10 (40.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (8.0) 25 (100.0)

(-) 1 (4.0) 7 (28.0) 23 (92.0) 22 (88.0) 7 (28.0) 5 (20.0) 8 (32.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (12.0) 25 (100.0)

16 (16.3) 19 (19.4) 81 (82.7) 77 (78.6) 20 (20.4) 28 (28.6) 26 (26.5) 6 (6.1) 7 (7.1) 3 (3.1) 7 (7.1) 98 (100.0)

その他

Melmoth

Kwenbila

Total

がん
サニテー

ショ ン
飲料水 環境

表5-10. 健康増進（Health Promotion） のテーマとして取り上げてもらいたい項目　(人（％））　(複数回答可)

Subjects (対象者)
健康増進（Health Promotion)のテーマとして取り上げてもらいたい項目

Total
栄養

メンタルヘ

ルス
HIV TB

HIV,TB以

外の感染

症

生活習慣

病

 

 

 全対象者において、健康増進のテーマとして希望が高いものは、HIV (82.7%)と結核(78.6%)であ

り、次いで、生活習慣病（28.6%）、がん（26.5%）、HIV、結核以外の感染症（20.4%）、メンタルヘル

ス（19.4%）の順であった。地域ごとにみると若干傾向が異なり、M 地域のキャンペーンのあった地

区では、希望のテーマの第 4 位に栄養(33.3%)、5 位にメンタルヘルス（25.0%）であり、キャンペー

ンのなかった地区では、健康増進のテーマとして飲料水（25.0%）を希望する方が「がん」のテーマ

を希望する方(16.7%)よりも多かった。一方、K 地域では、HIV、結核に次いで、健康増進のテーマ

としてがんを希望する方が多く（キャンペーン地区で 40.0%、キャンペーンのない地区で 32.0%）で

あり、K 地区では、「がん」に対する関心が高い傾向がみられた。また、健康増進のテーマとして「メ
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ンタルヘルス」を希望する方も 19.4%おり、今後これらの地域における健康増進のテーマとして、メ

ンタルヘルスを取り上げることを検討する必要があろう。 

 

9. 一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有

無）ごとの HIV 感染についての知識（HIV 感染に罹患しやすい人は、どのようなひとですか？）に

関する設問の回答状況 (表 5-11) 

Area（地域）
TBキャンペー

ンの有無

(+) 11 （55.0） 3 (15.0) 15 (75.0) 0 (0.0) 1 （5.0） 6 （30.0） 20 (100.0)
(-) 1 (20.0) 4 (80.0) 1 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (100.0)
(+) 8 （33.3） 10 (41.7) 18 (75.0) 3 (12.5) 4 （16.7） 4 (16.7) 24 (100.0)
(-) 6 (24.0) 18 (72.0) 18 (72.0) 1 (4.0) 3 (12.0) 4 (16.0) 25 (100.0)

26 (35.1) 35 (47.3) 52 (70.3) 4 (5.4) 8 (10.8) 14 (18.9) 74 (100.0)

不特定多数

の人と性交

渉のある人

手洗いやうが

いをしない人

薬物中毒の

人

Melmoth

Kwenbila

Total

表5-11. HIVにかかりやすい人はどのような人であると思いますか　(人（％））　(複数回答可)

Subjects (対象者) HIVに罹りやすい思う項目

Total栄養状態の

悪い人

体力の低下

している人

免疫状態が

低下してい

る人

 

 

 HIV 感染についての知識を質問したが、HIV に罹りやすい人はどのような人であるか、との設問

に対して、選択肢の中で正解である、「不特定多数との性交渉のある人」、及び「薬物中毒の人」の

正解率は、それぞれ 5.4%、及び 18.9%と非常に低かった。これに対し、HIV に罹りやすい人として、

免疫状態が低下している人(70.3%)、体力の低下している人(47.3%)、栄養状態の悪い人(35.1%)

を挙げた方が多かった。このように誤答が多かったことは、HIV 感染と HIV 発症の違いが明確でな

い方が多いことを示唆しており、正しい知識と情報を提供し、HIV 感染の予防を行うことが重要であ

ると思われる。 

 

10. 一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有

無）ごとの対象地域が属するクワズール･ナタール(KZN)州の健康指標（平均寿命）を問う設問の回

答状況 (表 5-12) 

Area（地域）
TBキャンペー

ンの有無
40 45 50 55 60 65

(+) 9（39.1） 0（0.0） 1（4.3） 0（0.0） 10（43.5） 3（13.0） 23 (100.0)
(-) 5（71.4） 1（14.3） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 1（14.3） 7 (100.0)
(+) 22（91.7） 1（4.2） 1（4.2） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 24 (100.0)
(-) 21（87.5） 3（12.5） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 24 (100.0)

57（73.1） 5 (6.4) 2 (2.6) 0（0.0） 10（12.8） 4 (5.1) 78 (100.0)

Melmoth

Kwenbila

Total

表5-12. ＫＺＮ州の平均寿命は何歳くらいだと思うか　(人（％））　(複数回答可)

Subjects (対象者) 対象者のＫＺＮ州の平均寿命（歳）

Total

 

 

 一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有
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無）ごとに対象地域が属するクワズール･ナタール(KZN)州の健康指標（平均寿命：50 歳）を問う設

問の回答状況をみると、全対象者で正解率はわずか 2.6%であった。M 地域のキャンペーン地区を

除き、他の 3 地区においては、KZN 州の平均寿命を 40 歳と間違って捉えている方が多く（71.4～

91.7%）、また、M 地域のキャンペーン地区では、60 歳と誤答していた方が 43.5%であり、この地区

の 40 歳との誤答は、39.1%）であった。地区により、平均寿命で 20 歳の開きがある回答があったこ

とは、基礎的な健康教育の充実と健康の保持増進の地区間格差をなくすため、健康増進キャンペ

ーンの方法やテーマを洗練する必要があることを示唆している。 

 

考察： わが国が平成 13 年に実施した南アフリカ共和国「クワズール・ナタール州医療施設向上計

画」の案件に対する事後評価のうち、施設/機材の適切性、効果の発現状況、インパクトの状況、広

報効果（ビジビリティー）、関係者の評価、及び健康増進プログラムに焦点をあて、本調査結果を見

てみると、以下のようになる。 

 

1. 本アンケート調査からみた施設/機材の適切性 

メルモス地区における住民調査により、病院、クリニックに医療器材の充実を希望する傾向が強

く(42.1%（中間集計）)、本案件は地域住民のニーズとも合致しており、費用対効果は大きい。 

 

2. 本住民調査からみた効果の発現状況  

DC28 管内で結核対策プログラムのサンプル調査を開始したところであるが、本プログラムにも供

与機材が種々活用されており、今後の新たな地域住民の健康増進プログラムやプロジェクトに活

用されることも確実である。したがって、効果は概ね発現していると予想される。 

 

3. 本住民調査からみたインパクトの状況 

メルモス地区においても、地区の中心地と郊外地域間では、クリニックや保健指導等の種々保

健医療格差が非常に大きかった（調査対象郊外地域では、クリニックまでの距離が、平均 14.0Kim

であった）。疾病罹患や体調不良時の医療施設へ受診する際に救急車を利用する人が、交通の

便が限られている郊外地域では、68%であったのに対し、調査対象市街地域においては、12.5%

であった。地域内格差を是正するため、山間地域や郊外地域へのクリニックや CHC の新設、ある

いはモバイルクリニックの巡回回数の増加など、中央保健省や州保健省の政策立案が必要である

と思われる。 

一方、本件により、DC28 の健康増進活動が向上していることは、HIV に続き、結核対策プロジェ

クトを推進していることからも伺える。現在、結核対策プログラムを全地域で推進するか、否かのプ

レテストを実施している。それらの活動に、デジタルカメラやビデオカメラ、コンピュータなどがフル

稼働しており、本結核対策プログラムに限らず、今後の DC28 地域全体への健康増進プログラムの

展開には、供与機材は不可欠の機材であると思われ、予期しなかった正のインパクトがあったと考

えられる。 
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4. 本住民調査からみた広報効果（ビジビリティー）、特に案件の認知度 

一般地域住民の認知度は、高いとは言えない。本案件が医療機材供与をメインとしていることか

ら、クリニックや病院を利用することが少ない一般地域住民の認知度が低いのはやむを得ないかも

しれない。 

 

5. 本住民調査からみた関係者による評価 

健康増進プログラム担当者や DC28 保健部の担当者は、医療機材のフォローアップや拡充と併

せて、公衆衛生、健康教育、及び健康増進の専門家やボランティアによる医療技術協力に対する

期待が大きい。本アンケート調査における関係者の案件評価は、肯定的であると考えられる。 

 

6. 健康増進プログラムに関する考察 

キャンペーンの認知度やキャンペーンの対象地域の有無に関わらず、対象者の大半(96.5%)は、

キャンペーンが居住地域で行われれば参加したい、と回答しており、DC28 地区全体で健康増進

キャンペーンを展開する必要があることが示唆された。 

 また、健康増進のテーマとして希望が高いものは、南アフリカ共和国や KZN 州で非常に関心が

高い、HIV や結核であった。しかし、HIV や結核以外のテーマとして、生活習慣病、がん、HIV、結

核以外の感染症を希望する方もかなりおり、今後これらの地域での健康増進のテーマとして取り上

げることを検討する必要があろう。さらに健康増進キャンペーンのテーマとして、欧米先進諸国で

大きな健康問題のひとつになっている「メンタルヘルス」を希望する方が 2 割あり、これらの傾向が

同国や同州のメンタルヘルス関連疾患の増加と関連しているか否かを精査するとともに、同地域で

の健康増進キャンペーンのテーマとして、メンタルヘルスを取り上げることを検討する必要があろ

う。 

 HIV 感染についての知識に関する質問（「HIV に罹りやすい人はどのような人であるか？」、の選

択肢の中で正解である、「不特定多数との性交渉のある人」、及び「薬物中毒の人」の正解率は、

それぞれ 5.4%、及び 18.9%と非常に低く、逆に、HIV に罹りやすい人として、免疫状態が低下して

いる人(70.3%)、体力の低下している人(47.3%)、栄養状態の悪い人(35.1%)とした方が多く、多くの

方が正確な HIV についての知識を持っていなかった。このように HIV に対して誤った知識は、HIV

感染と HIV 発症の違いが明確でないことによると思われ、今後一般地域住民に正しい知識と情報

を提供し、HIV 感染の予防を行うことが重要であると思われる。このようなことより、今後益々健康増

進キャンペーンや健康教育の充実が望まれ、それを実施していく際にはこれまで同様、本邦の援

助機材が有効活用されるものと思われる。 

 一般地域住民対象者（アンケート協力者）の対象地域（市中心部及び郊外、キャンペーンの有

無）ごとに対象地域が属するクワズール･ナタール(KZN)州の健康指標（平均寿命：50 歳）を問う設

問の回答状況をみると、全対象者で正解率はわずか 2.6%であった。M 地域のキャンペーン地区を

除き、他の 3 地区においては、KZN 州の平均寿命を 40 歳と間違って捉えている方が多く（71.4～
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91.7%）、また、M 地域のキャンペーン地区では、60 歳と誤答していた方が 43.5%であり、40 歳と誤

答した方は、39.1%であった。この地区では、平均寿命で 20 歳の開きがあり、このように基礎的健

康指標の知識が大きく異なる要因を分析するとともに、今後これらの地域や地区で、基礎的な健康

教育の充実を図るとともに、健康の保持増進の地域間及び地区間格差をなくすため、それぞれの

地域や地区に応じた健康増進キャンペーンの方法やテーマを洗練する必要があると思われる。 

 

 

5.4 成果の達成度 

 
本計画の成果は、以下の 6 項目である。 
 

1)  ングヴェレザナ地方病院の外科専門診療機能が向上する。 

2)  エンパンゲニ地方病院の母子専門診療機能が向上する。 

3)  対象 6 地区病院の母子医療を中心とする診療機能が向上する。 

4)   ンセレニ・コミュニティヘルスセンターの診療機能が大幅に向上する。 

5)   クリニックの母子のための診療機能が向上する。 

6)   DC28 地区保健部による地域での保健活動が拡大する。 

 
項目毎の実績は以下の通りである。 
 
(1) 成果「1)  ングヴェレザナ地方病院の外科専門診療機能が向上する」 
 
指標 1：手術件数の増加 
 
結果：手術件数は大幅ではないが、増加した。 
 
本年 10 月時点での集計した手術件数は 6,398 件であり、月平均を出して年間を推計すると

7,678 件であり基本設計時（2001 年）に収集したデータより 400 件程度高くなっている。

整備された X 線装置（C アーム型）や手術台は直接これに関与していると考えられる。基

本設計時に事後評価のための指標で定めた 10％増とはなっていないが、これは専門医のさ

らなる確保補充がなければ達成できない。 
 
指標 2：画像診断件数の増加 
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結果：超音波診断や放射線診断などの画像診断件数は増加した。 
 
本年 10 月時点で超音波診断件数はすでに基本設計時より大幅に伸びている。本計画で整備

された機材を使用した一般放射線撮影についても、独自で新規に整備された MRI や CT ス

キャナーなどを用いより高度な画像診断サービスも提供しながらも、本年 10 月時点で基本

設計時のベースデータに近づいており、年間件数ではこれを上回ると予想される。 
 
 
(2) 成果「2)  エンパンゲニ地方病院の母子専門診療機能が向上する」 
 
指標 1：入院患者数の増加 
 
結果：小児科と婦人科の患者を中心に入院患者は大幅に伸びており、今後もこの傾向は続

くと予想される。 
 
現時点でも病棟に収まらない患者を廊下にベッドを設置するなど工夫して受け入れており、

増築の病棟（80 床）は年内に完成される予定である。供与された患者監視モニター10 台は

フル稼働の状況である。 
 
指標 2：画像診断件数の増加 
 
結果：本件によって超音波診断や放射線検査などの画像診断件数は増加された。 
 
基本設計時のデータは無いが、少なくとも供与された超音波診断装置 2 機種と X 線装置は

新規機材として設置され外来患者の定期受入をしているところ、本件によって画像診断件

数の強化は明らかである。 
 
 
(3) 成果「3)  対象 6 地区病院の母子医療を中心とする診療機能が向上する」 
 
指標 1：母子医療の外来患者数の増加 
 
結果：どの地区病院においても外来患者は増加している。 
 
小児診療と産婦人科診療に注目すると明確な伸び率の優位性はないが、どの地区病院にお
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いても外来患者総数は基本設計時の 1.5 から 2 倍に増加している。 
 
指標 2：画像診断件数の増加 
 
結果：データによる有意性は認められなかったが、供与機材の稼動や使用（操作）に問題

はない。 
 
地区病院に整備された X 線装置、超音波診断装置共に全台稼動しており、また放射線技師

や医師など使用者の操作にも問題はないが、この分野の病院の診療統計に問題があり数値

の増加という明確な結果は得られなかった。 
 
(4) 成果「4)  ンセレニ・コミュニティヘルスセンターの診療機能が大幅に向上する」 
 
指標 1：分娩件数の増加 
 
結果：分娩件数は大幅に増加した。 
 
前身のクリニック時に比べ常勤の医師の確保と看護師の強化により分娩数は 2 倍以上に増

え、またエンパンゲニ地方病院への紹介患者のスクリーニングにも機能している。 
 
指標 2：画像診断件数の増加 
 
結果：超音波診断や放射線診断などの画像診断サービスが提供できるようになった。 
 
前身のクリニックではこの機能は無かったが、整備機材と専門職の配置によって検査診断

機能を高めている。 
 
 
(5) 成果「5)  クリニックの母子のための診療機能が向上する」 
 
指標 1：分娩数の増加 
 
結果：クリニックにおける分娩数も緊急時と計画的な正常分娩の総数は増加している。 
 
対象 44 クリニックへの質問票の回答は半数以上の 23 クリニックから得られた結果によれ

ば、ンセレニ CH の分娩数を合わせて計 1,809 件に上っている。これは基本設計時回答無
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しの 1 クリニックを除いた計 43 クリニックから得られた総数である 1,454 件より大きく、

全体としてクリニックが負担する分娩の診療サービスが拡大していることは明らかである。 
 
指標 2：小児診療患者の増加 
 
結果：クリニックにおける 5 歳未満の小児の患者数も増加している。 
 
対象 44 クリニックへの質問票の回答は半数以上の 23 クリニックから得られた結果によれ

ば、ンセレニ CH の小児患者数を合わせて計 207,388 人に上っている。これは基本設計時

回答無しの 1 クリニックを除いた計 43 クリニックから得られた総数である 224,838 人に近

く、全体としてはクリニックにおける小児診療サービスも拡大している。 
 
 
(6) 成果「6)  DC28 地区保健部による地域での保健活動が拡大する」 
 
指標 1：学校保健プログラム実施の増加 
 
結果：学校保健プログラムの展開は全国的にも進んでいる。 
 
学校保健プログラムのフェーズⅠ達成率はクワズール・ナタール州は 100%であり、全国目

標の 60％を大きく上回っている。DC28 地区においては、学校総数 230 校においてすでに

衛生･生活環境指導を実施しており、現在は栄養不良の児童の医療施設へ紹介するなど次の

フェーズへと段階を進めている。本活動への視聴覚機材など本件による供与は大いに役立

っている。 
 
指標 2：保健プログラム数の増加 
 
結果：地区保健部の機能強化により保健プログラム数は大きく増加した。 
 
分権化が進む州保健省の指導のもと、地区保健部の機能は強化さ

れ、母子保健、感染症対策、プライマリヘルスケアなど 12 に分か

れた部署のそれぞれの調整のもと国家プログラムの地域での実践

が数多くされている。調査時においても大規模な結核プログラム

が実施中であった。 
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5.5 目標･上位目標の達成度  

 
本計画のプロジェクト目標は以下の 2 つであり、上位目標は「クワズール・ナタール州 DC28

地区のすべての住民が享受できる医療環境が向上する」である。 

1)  DC28地区において産科や公衆衛生を中心とした一次医療サービスが改善される。 

2)  DC28 地区において二次医療サービスが向上される。 
 
(1) プロジェクト目標「1)  DC28 地区において産科や公衆衛生を中心とした一次医療サー

ビスが改善される」の達成度 
 
指標 1：母子診療の拡大 
 
結果：本件対象である DC28 地区のすべての医療施設において母子診療サービスは増加し

ている。 
 
母子診療の需要の増加に対応して一次医療施設のクリニックからレファラル専門機関であ

るエンパンゲニ地方病院まですべての医療施設において小児や産婦人科診療や分娩数など

が増加している。 
 
指標 2：新たな保健医療活動・サービスの提供 
 
結果：公衆衛生をベースにした結核対策など新たな保健医療活動やサービスが実施されて

いる。 
 
対象地区において学校保健プログラムの実施などによる地域の衛生状況の把握をベースに

クリニックレベルまでに VCT の設置、移動式クリニックや巡回診療拠点をも活用した結核

に関わる直接監視下短期治療（DOTC）の実施など感染症対策に新たな保健医療活動やサー

ビスを拡大している。 
 
(2) プロジェクト目標「2)  DC28 地区において二次医療サービスが向上される」の達成度 
 
指標 1：二次医療サービスの拡大 
 
結果：二次医療施設の検査や画像診断の強化や患者収容規模の拡大を推進して専門医療サ

ービスの体制を整えつつある。 
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ングウェレザナ地方病院での MRI や CT スキャナーの整備による高度医療診断機能の強化

やエンパンゲニ地方病院の集中治療室の増床計画は、本件が契機となった計画のひとつで

ある。 
 

指標 2：患者紹介体制の強化 
 
結果：クリニックと病院間および地区病院と地方病院間の患者紹介体制はより連携してい

る。 
 
34（CH を含む）の質問票の回答によれば、クリニックから総合専門診療の受入可能なング

ウェレザナ地方病院への紹介患者は 2005 年度実績で 21,294 件に上っており、また地区病

院においても専門治療ができない場合にはすべて地方病院へと患者は紹介あるいは移送す

るなど地区内における医療施設間の患者紹介などの連携は強化されている。 
 
指標 3：HTU による地区内病院のすべての機材の一元管理 
 
結果：28 地区の医療機材はすべてングウェレザナ地方病院内にある HTU にて一元管理し

ている。 
 
28 地区内にあるすべての病院からクリニックまで施設管理長は、ングウェレザナ地方病院

の HTU との連絡体制を整えて、医療機材に問題ある場合には点検や修理を依頼し、HTU
では時間のかかる場合には自分達のワークショップにて修理などを行っている。本件にて

供与された機材にもすべて HTU シールを貼って対応している。ただし、州保健省の地区担

当官によれば、HTU の技師の技術では修理できないもの、あるいは特別なパーツ取り入れ

が必要な場合、各病院にて業者と交渉しており、技師の技術力の向上と予算執行管理の

DC28 地区保健部の医療機材担当の管理能力に問題があると指摘している。 
 
(3) 上位目標「クワズール・ナタール州 DC28 地区のすべての住民が享受できる医療環境が向

上する」の達成の見通し 
 

本計画によって、DC28 地区のすべての住民が利用する一次医療から二次医療までの医療施設

において老朽化した機材の更新を中心にして医療環境を整えた。特に X 線装置などによる画像診

断力の強化や地区保健部の保健活動へ関連した機材も整備したことは、広く地域の住民に貢献し

た。一方では、医療従事者、特に専門職の人材確保や医療機材管理者の技術および管理能力の

向上にはさらなる施策が必要である。 
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第 6 章 評価結果 

 
6.1 案件の妥当性 

 

本計画は、以下に記載する通り、「我が国の南アフリカ国に対する援助政策」と合致しており、「南

アフリカ国の開発戦略」とも整合性があり、また対象地域であるクワズール・ナタール州やさらに直

接裨益を受けた同州内の DC28 地区の「地域のニーズ」とも合致している。 

よって、我が国の援助政策、被援助国の開発戦略および地域のニーズの 3 点ともに合致している

ことから、総合評価は A である。評価 A 段階の中で、都市部との格差が大きなズール語黒人集落

の住民へ直接の裨益を考慮した保健活動を取り込んだ計画はプラスに評価できるが、機材を直接

使用する医師や看護師など技術医療職の確保に問題あるのはマイナスであり、また環境・ジェン

ダー・貧困削減・人間の安全保障の観点では特に問題はなく、プラス・マイナスゼロの最終総

合評価は A である。 

 

１） 南アフリカ国開発戦略との整合性 

結果：整合性はある。 

 

南アフリカ国では、依然格差の著しい黒人貧困層（収入 R1,600 以下は 7 割）と高い黒人失業

率（経済不活性層を含めると 7 割）というアンバランスな社会状況にある。本件の基本設計時

に施行されていた保健戦略（Health Sector Strategy Framework 1999-2004）の基本方針は

「保健医療サービスへのアクセス向上と公平性の確立」であり、この中で病院の活性や感染症

対策などが実践のプログラムとして上がられていた。これらのプログラムは現行の保健戦略

（Health Strategic Plan 2006/07 – 2008/09）にも継続されており、地域の医療システム体制の

さらなる強化を図っている。 

本件の病院への機材整備は病院の活性プログラムに、またクリニックや地区保健部への機材

整備やクリニック建設は感染症対策などのプログラムに直接関わっていることから、同国の開

発戦略と整合性がある。 

一方で、医師など医療従事者の不足は、保健省医療施設の空きポストで 20％近くもあり、深

刻さを増している。 

 

２） クラズール・ナタール州のニーズとの合致 

   結果：合致している。 

    

   クワズール・ナタール州は、全国 9 州の中でも最も人口が多く（総数 9,226 千人、全国比 21%）、

黒人数（8,002 千人）とその比率（84.9%）も全国一である。ズール語を母言とする人が 80.9%を

占め、20 歳以上の未就学者数が全国一（1,100 千人、全国の 25%）という社会的特徴がある。
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人口統計では出生数（329 千人）、死亡数（117 千人）ともに全国一であり、死亡数については

増加傾向にある。死亡原因の第一は結核であり年間15千人に上り、その割合14.6%は全国比

より高い。また HIV キャリア 33.5%も全国一である。公立病院数（59 施設）は全国二位であるが

その病床数（23,705床）は全国一であり、一方でクリニック数（365施設）は全国三位に対して、

移動式クリニック（166 車）や訪問ポイント（97 箇所）のいずれも全国一の整備によって広範な

医療サービスエリアをカバーしている。 

 本件ではこれらサービスエリアの医療施設に対して施設･機材の整備による補強であり、地域

のニーズと合致している。 

  

３） 地域のニーズ 

   結果：ニーズはある。 

    

   本計画の対象地域である DC28 地区（ウトゥングル地区）は全州 11 地区内で、人口総数（886

千人）、黒人数（839千人）ともに州都地区に次ぐ二位であるが、小児死亡率（112対出生千）、

5 歳未満乳幼児死亡率（164 対出生千）ともに一位であり、母子診療を照準した本件の機材計

画のニーズは高かった。 

 

４） 我が国の援助方針との整合性 

  結果：整合性はある。 
   
  我が国の ODA 大綱の基本方針に「公正性の確保」が挙げられており、重点課題として

「貧困対策」がある。また、我が国の対南アフリカ国への支援は 90 年代より一貫して

アパルトヘイトの犠牲者である黒人層の自立のための協力を行っており、本件も貧困

問題の深刻な旧ホームランド地域の保健・教育分野における協力への検討結果により

形成された経緯がある。さらに、基本設計時に我が国がコミットしていた「新南アフ

リカ支援パッケージ」に沿ってプロジェクト形成調査が実施され、調査結果、「プライ

マリヘルスケアと公立病院の改善強化」の提言がされた。従って、本件は我が国の援助方針と

も整合性がある。 

 

５） 環境・ジェンダー・貧困削減・人間の安全保障の観点 

結果：これら横断的視点から本計画の問題はなく、また整合しているところもある。 

 

本件によって環境問題の原因となる医薬品等廃棄物を産出する機材はなく、ジェンダー配慮

の底辺である婦人科・産科の診断・治療の強化は本件の構成の一つであり、また、黒人貧困

層が集中する地域での社会サービスの強化は貧困削減を支え、アパルトヘイトという遺制のハ

ンディキャップへの支援へもつながる。環境や人間の安全保障の分野に対して、NEPAD を主
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導する南アフリカのグローバル・パートナーシップ強化のための ODA という考えもできる。 

 

 

6.2    施設／機材の適切性 

 

下記の通り、整備された機材は概ね使用されており、機材の選択･投入は適切かつ概ね効率的で

あり、建設された施設（ンセレニ CH）は概ね使用されており、施設の選択･投入は適切かつ効率的

であり、さらに他案件と比較して費用対効果も高いと判断する。従って施設／機材の適切性の総

合評価は A である。評価 A 段階の中で、地区内の医療機材を一元管理する医療技術ユニット

（HTU）は強化されて本件による機材もメンテナンスされていることは大きく評価できるので、最終総

合評価は A+である。 

 

１） 機材の使用 

   結果：概ね使用されている。 

 

   本計画により整備された機材は、据付後しばらくは全機種問題なく使用されており、また現在

でも大半は稼動状態にある。一部、保健活動車両（DC28 地区保健部）や血液ガスモニター

（エンパンゲニ地方病院）など外部で修理をした以外、インファントウォーマーの吸引機能不

都合（ンセレニ CH）で点検待ちなど迅速な対応には問題あるが、ほぼングウェレザナ病院内

に設置されたHTUにて点検・修理している。また自然老朽化した医薬品冷蔵庫などは正式手

続きにより廃棄処分していることは妥当かつ注目に値する。X 線フィルム現像機（ングウェレザ

ナ地方病院）はバックアップ用として保存されているため、また歯科ユニット使用の常勤歯科

医の不在（ンセレニ CH）により使用頻度の低い機材もあるが、試薬など消耗品切れや部品切

れによる使用不可の機材は特になく、概ね稼働率高く使用されている。 

 

２） 機材の選択、投入の適切性 

  結果：適切かつ概ね効率的である。 
 
  本計画の整備機材の選択は、すでに使用していた機材の更新と補強であり、整備され

た機材の使用にはまったく問題はなかった。機材投入は、使用していた機材と同機能、

あるいは病院においては現有のものよりベーシックなものであり効率的である。心電

図モニターなど増強された機材は比較的人材が確保されている看護師やパラメディカ

ルスタッフが使用できるものであり適切である。また、平日午前中はいずれのクリニ

ックでも待ち患者で溢れ、一次医療施設から飛び越した病院偏重の状況にはなってい

ないという点では、レファラル機能は発揮されており、本件の各医療レベルへの整備

は全対象地域（住民）への公平性があるといえる。 
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３） 施設（ンセレニ CHC）の使用 

結果：概ね使用されている 
 
本計画によって建設される前の前身であるクリニックの時に比べてスタッフ数も 21 名

から 108 名へと充実して、全施設設備をフルに使用している。薬局には資材があふれ事

務スペースも圧迫しており、機材庫には事務スペースどころか出入り口も患者診察で塞

がっている状況である。さらに急増する結核患者に対応して、24 時間病棟の一部を結

核カウンセリング室に当てて工夫している。週一回の訪問歯科医サービスでは、歯科室

の使用頻度は少ないが、12 月より常勤医を雇用予定とのことであった。 
 

４） 施設（ンセレニ CH）の選択、投入の適切性 

   結果：適切かつ概ね効率的である。 
   
  本計画によって建設されたンセレニ CH は、拡大・発展が目覚しいエンパンゲニ都市

圏の、特に母子医療や結核対策の郊外拠点として有意義である。また本 CH のキャッチ

メントエリア内にあるより農村部の 7 箇所のクリニックにはンタンバナナ･クリニックのよ

うにすでにいくつかの未使用施設が附属しており建設的に機能強化が容易なものもあ

るが、都市部へ集まるインフラ（道路）の集合点となる位置に施設を選択したのは適

切であった。 

 

５） 他案件と比較しての費用対効果 

  結果：費用対効果は認められる。 
   
  本計画後に実施された無償資金協力「東ケープ州基礎医療施設機材整備計画」及び「リ

ンポポ州医療施設改善計画」は、ほぼ同規模･同内容の施設・機材が整備された案件で

あり、黒人貧困層への支援という視点で全国レベルではお互いに補完するものであり、

引き続いて実施されてフォローアップ型支援のモデルとなった本件は有意義である。

また、メルモス地区における住民調査により、病院、クリニックに医療機材の充実を

希望する傾向が強く(42.1%)、本件は地域住民のニーズとも合致して、費用対効果があ

る。 

 

 

6.3 効果の発現状況 

 

効果の発現状況については、「第 5 章 分析」で説明した通り、B/D 時想定の指標を検討した上で
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再設定をして評価した。 

下記の通り、本件の成果は概ね発現され、また目的も達成されている。従って、効果の発現状況の

総合評価は A である。評価 A 段階の中で、手術件数などは B/D 時に予想した本計画完工 3 年後

の予想 10%の増加とはなってないので、最終総合評価は A-である。 

 

１） 成果の発現 
  結果：成果は十分発現された。 
 

ングヴェレザナ地方病院では、手術件数が B/D 時の実績から 10%増までは行かないが増加し、

また超音波診断や放射線診断などの画像診断件数も増加しており、外科専門診療機能は向

上していると判断できる。エンパンゲニ地方病院では、小児科と婦人科の患者を中心に入院

患者は大幅に伸びており、また超音波診断や放射線検査のなどの画像診断件数も増加して

いることから、母子専門診療機能が向上したと判断できる。対象の 6 つの地区病院において

は、外来患者数は増加しており、需要の高い母子医療を中心とする診療機能が向上したと予

想される。ンセレニ・コミュニティヘルスセンターでは、分娩件数が大幅に増加し、また超音波

診断や放射線診断などの画像診断サービスが提供できるようになったことから、診療機能が

大幅に向上したと判断できる。また、各クリニックでは、緊急時と計画的な正常分娩や 5 歳未

満の小児の患者数が増加しており、母子のための診療機能が向上したと判断できる。さらに、

DC28 地区保健部においては、学校保健プログラムの展開は全国的にも進んでおり、各種保

健プログラム数は大きく増加したことから、地域での保健活動が拡大したと言える。 

 
２） 目標の達成 
  結果：目標は概ね達成された。 
   

本計画の対象である DC28 地区のすべての医療施設において母子診療サービスは増加

し、また、公衆衛生をベースにした結核対策など新たな保健医療活動やサービスが実

施されていることから、DC28 地区において産科や公衆衛生を中心とした一次医療サー

ビスが改善されたと判断できる。さらに、DC28 地区の二次医療施設では検査や画層診

断の強化や患者収容規模の拡大を推進して専門医療サービスの体制を整えつつあり、

クリニックと病院間および地区病院と地方病院間の患者紹介体制はより連携しており、

また 28 地区内に整備されている医療機材はすべてングウェレザナ地方病院にある

HTU にて一元管理していることから、DC28 地区における二次医療サービスも向上さ

れたといえる。 
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6.4 インパクトの状況 

 

本計画によって、以下に記載する通り、上位目標は概ね発現されたとされるが、医師など人材不足

の問題は抜本的な解決策がなく、予想していた大きなインパクトは見られなかった。従って、最終

総合評価は A-である。 

 

１） 上位目標に対するインパクト 
  結果：概ね発現している。 
   
  本計画によって、DC28 地区のすべての住民が利用する一次医療から二次医療までの医療

施設において老朽化した機材の更新を中心にして医療環境を整え、特にX線装置などによる

画像診断力の強化や地区保健部の保健活動へ関連した機材も整備したことは、広く地域の

住民に貢献したと言え、上位目標である「すべての住民が享受できる医療環境の向上」につ

ながる。さらに、本件が契機となって東ケープ州及びリンポポ州への同様な無償案件が

引き続き実施されたことを合わせて考えれば、黒人貧困地域を全国レベルでボトムア

ップしたことであり、そのインパクトは大きいと予想される。 

一方、外部要因でも指摘されていた、医療スタッフのうち、医師の確保については全

国レベルで深刻さを増しており、中央保健省・州保健省の抜本的な政策の舵取りが必

要である。また、住民調査結果、メルモス地区において、地区の中心地と郊外地域間

では、クリニックや保健指導等の種々保健医療格差が非常に大きかった（調査対象郊

外地域では、クリニックまでの距離が、平均 14.0ｋm であった）。疾病罹患や体調不良

時の医療機関受診する際に救急車を利用する人が、地域特性上当然の結果であるが、

郊外地域では、68%であったのに対し、調査対象市街地域においては、12.5%であった。

地域内格差を是正するためには、山間地域や郊外地域へのクリニックや CHC の新設、

あるいはモバイルクリニックの巡回回数の増加など、州保健省の積極的な政策指導が

必要である。 
 

２） 予期しなかった正のインパクト 

  結果：有る。 
- 本件の実施機関の一つであり、機材供与の対象としても含めた DC28 地区保健部を

中心とするプライマリヘルスケアの活動が活性化され、保健スタッフの住民への個

別訪問のカバー率が向上し、それによって住民の医療ケアへの関心も高まった。 
- 本件により、特に病院における機材メンテナンスの必要性の認識が高まり、州保健

省では HTU の管理能力のさらなる向上を検討している。 
- 本件により、DC28 の健康増進活動は向上していることは、HIV に続き、結核対策プ

ロジェクトを推進していることからも伺える。現在、結核対策プログラムを全地域
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で推進するか、否かのプレテストを実施している。それらの活動に、デジタルカメ

ラやビデオカメラ、コンピュータなどがフル稼働しており、本結核対策プログラム

に限らず、今後の DC28 地域全体への健康増進プログラムの展開には、供与機材は

不可欠の機材であると思われる。 
 

３） 予期しなかった負のインパクト 

   結果：特に無い。 

 

 

6.5 自立発展性 

 

南アフリカ国の一定の技術レベルは持続しているが、今後、医療従事者の確保などに抜本的な解

決策を出さなければ、投入された施設や機材のより発展的な活用は望めない。総合評価は A ラン

クとはいえないので、最終総合評価は B+である。 

 

１） 技術的自立発展性 
  結果：技術レベルは持続している。 

 
南アフリカ国ではもともと治療・診断･検査技術は高い。今後、卒業後にコミュニティ

サービスで巡回する医師の研修プログラムや地区病院の若いドクターの技術研修計画

などが、地区保健部の臨床プログラム課と共に積極的に実施できれば医師確保の呼び

水になる可能性もある。機材修理・メンテナンスに係る技師・エンジニアも一部技術

向上の意欲があるが、プレトリアの工科大学以外には研修場・プログラムなどは無く、

継続研修はできない。医療機材については、首都部の民間会社だけでなく州都ダーバ

ン市の代理店でも一部機材修理可能である。 
 

２） 組織的自立発展性 
  結果：体制に問題なく持続している。 

 
南アフリカにおいては、地方分権化は進んでおり、州保健省の地域医療体制の方針に

変わりない。医師確保の問題さえクリアできれば 2 地方病院は三次医療施設として確

立される体制にあり、また CHC の病院化という期待もできる。一方、地区保健部の保

健活動は活性化されており、ヘルスプロモーターやモバイルクリニックによる巡回ス

タッフも整っている。また、医療機材メンテナンス体制については、組織的にある程

度構築されているが、地域統括の地区保健部や予算担当の州保健省との関係を強固に

する体制づくりが望ましい。機材メンテナンスには、ユーザーメンテナンスという考
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えが無いのは問題である。 
 

３） 財政的自立発展性 
  結果：機材更新や人材確保などに問題がある。 

 
州保健省、地区保健部ともに医療機材の部品や特殊（試薬など）消耗品の予算措置は

乏しいながら維持しているが、機材更新には手続き上、時間がかかる。また、財政的

にも医師確保に、なんらかの手段が必要である。一方、エンパンゲニ病院における新

生児室増築（進行中）は本件供与機材のより有効な利用につながる。 
 

6.6 広報効果（ビジビリティー） 

 

南アフリカにおいて他のアフリカ諸国と異なり、政府事業に占める先進国からの ODA 予算はわず

か 1%であることから、広報効果を促すのは困難なところがある。しかし、「東ケープ州基礎医療施

設機材整備計画」及び「リンポポ州医療施設改善計画」と合わせた地域医療貢献に関して

なんらかの広報効果を促進する手段を考える必要があろう。最終総合評価は B である。 
 

１） 案件の認知度 
  結果：政府や関係機関には認知されているが、住民にはあまり知られていない。 

 
実施機関である中央保健省国際保健課、州保健省、DC28 地区保健部などは、高く評価

している。また、各対象施設においても、特に機材供与について他にドナー援助によ

る計画は無いこともあり、十分な評価をしている。一方、クワズール・ナタール州内

において、実施機関など直接の裨益者以外には、案件はあまり知られていない。他州

の案件（「東ケープ州基礎医療施設機材整備計画」、「リンポポ州医療施設改善計画」）

はクワズール・ナタール州実施機関でも知られていない。また、一般地域住民の認知

度も高いとは言えない。 
 

２） 広報手段 

   結果：概ね適切ではあるが、検討する余地がある。 

 

本計画の案件供与の報道については、全国あるいは地元の数誌新聞で取り上げられた。ま

た、ODA マークはいずれの供与機材にもわかりやすく貼られており、患者・医療従事者にはイ

メージが残る。さらに、ODA マークと並んで機材に貼られている HTU シールは、メンテナンス･

修理に役立っている。実施機関である地区保健部の広報予算は乏しいが、供与の視聴覚機

材を使って活動の案内、ポスターなど多く作成しており、また州保健省のホームページへも積
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極的に記事を提供している。JICA 南アフリカ事務所が作成した

エイズ対策ポスターは他ドナーにも好評であり、東ケープ州基

礎医療施設機材整備計画」及び「リンポポ州医療施設改善

計画」と合わせた地域医療貢献に関してなんらかの広報効

果を促進する手段を考える必要はある。 
                          JICA 作成 AIDS 対策支援ポスター 

 
6.7 関係者による評価 

 

保健省国際関係課は、本計画の実施責任者として、保健省としても評価を実施したいという意向を

持っている。現地調査において本評価概要結果を報告したので、これを参考に評価がされればよ

り明確な問題点など検証されるといえる。本調査員の判断では、関係者の案件評価は肯定的であ

り、一定の外交的効果も認められることから、最終総合評価は A である。 

 

１） 関係者の案件評価 
  結果：肯定的である。 

 
老朽化して特に使用不可または困難であった特に X 線装置・超音波診断装置など診断

機材は地区病院には大変に有用であると、どの病院関係者も言っている。一般に、南

アフリカでは日本の技術力の評価は高く、したがって機材の信頼度は大きく、今後の

期待も大きい。保健省国際関係課は、今後のフォローアップにも期待している。また、

国際関係課の担当官は今回の現地調査でも出張して本調査員に同行し、共同評価の必

要性を指摘しており、積極的である。健康増進プログラム担当者や DC28 保健部の担

当者は、医療機材のフォローアップや拡充と併せて、公衆衛生、健康教育、及び健康

増進の専門家やボランティアによる医療技術協力に対する期待が大きい。 
 

２） 案件を実施したことによる外交的効果 

  結果：外交による本計画実施という意味で効果があったといえる。 
 
我が国の南アフリカ国に対するアパルトヘイト後の民主化支援は、対南アフリカ支援

パッケージという形で明確に打ち出されており、本計画は外交の一つの実践としての

意味がある。また、1997 年には JICA 南アフリカ事務所が開設されたことにより、今

後は技術協力とも連携した我が国の国際協力の展開が期待できる。 
 
 

 

 136 



第 7 章 提言と教訓 

 
 
7.1   「クワズール・ナタール州医療施設向上計画」実施に関わる教訓と提言 

 
本計画の実施について、以下のような教訓を得た。 
 

1) 格差是正への貢献 
案件選定において、南アフリカ国が対峙する先進国と途上国の二面性に対し、

黒人貧困層が占めるクワズール・ナタール州 DC28 地区という一点集中型の

ODA は効果やインパクトが大きく、格差是正の計画方針を明確に示すことが

できた。 
 

2) コミュニティレベルへの広がり 

設計時において、対象地区のコミュニティ全体に散在するクリニックすべても対象施

設として採択し、また地区保健部に対してのコミュニティ活動を支援する機材も整備

したことは、二次医療から保健活動まで含んだ医療機材案件には珍しい特長のある

コミュニティレベルへの広がりのある案件となった。 

 

3) 人材・技術レベルとの合致 

南アフリカ国は医療分野においても比較的技術レベルが高く、また施設や機材のメ

ンテナンス人材も確保されてはいるが、整備された施設･機材は、既存機材のレベ

ルを考慮し、また医師不足の状況の中で看護師やパラメディカルスタッフも活用でき

る機材を増強したことは、完工後は各施設での活動へスムーズに移行できた。 

 

4) 持続性の配慮 

クワズール・ナタール州保健省が強化している地区単位での医療機材一元管理シ

ステムである HTU を活用し、ここを中心にしてソフトコンポーネントで維持管理指導

の技術協力を行ったことは、整備された医療機材の維持管理能力の強化につなが

っている。 

 

5) 類似計画への発展 

本計画に続いて、「東ケープ州基礎医療施設機材整備計画」と「リンポポ州医

療施設改善計画」が策定され、我が国の無償資金協力で実施されたことは、本

計画と合わせて医療／保健セクターにおける貧困対策と格差是正に対する我

が国の援助姿勢のプレゼンスを高めた。 
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以上の教訓に対しては、次を提言する。 

1) 技術協力への展開 
  対象地区の医療スタッフ不足の深刻な問題に加え、本計画の対象でもある母

子診療の需要はますます増加している。そのため各医療施設では効率的な医

療サービスの提供が重要かつ深刻な課題である。特に不足する医師をサポー

トする看護師やパラメディカルスタッフに対して、人員や物品の管理業務の

効果的体制の確立が医療サービスの効率化につながる。看護師に対しては看

護管理全般の業務、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師などパラメディカル

スタッフに関しては記録・物品などの管理業務の充実が望まれる。すでに

JICA は本計画の対象施設である 2 つの地方病院と 2 つの地区病院に対して、

青年海外協力隊の看護師、薬剤師、臨床検査技師を計 5 名派遣の実績がある

ことから、さらに技術協力の継続が上記の内容で実施されれば、本件が目的

とした医療サービスの向上をより進めることができる。またこれは、本計画

で整備された機材のより効果的また効率的な活用にもつながる。さらに HTU
への医療機材の管理技術や地区保健部のコミュニティ活動へもこのような技

術協力が展開できれば、物品管理技術や地域住民活動まで面的に協力活動が

広げることができる。 
 
2) プログラム1・レベル評価の実施 

 前述の本計画と同様な案件 2 つと合わせて南アフリカ国の貧困対策と格差是

正を目的とした地域医療というプログラムの枠組みで、またこれら案件に関

わる青年海外協力隊や専門家派遣など技術協力を対象に組み込んだ評価調査

を実施し、我が国の国際協力、実施の仕組み、内容、成果を明らかにすれば、

対南アフリカ国の医療／保健セクター援助がより一層明確となり、国民への

説明責任がより促進され、また相手国に対するプレゼンスが高まる。また、

本評価調査中に南アフリカ国保健省より共同評価の意向があったことを考え、

このプログラム･レベル評価を共同で実施すれば、さらに南アフリカ国の保健

政策実施上での我が国の援助実績が双方で理解を深めることができる。 
 

 

7.2 医療／保健セクター無償資金協力プロジェクト･レベルに関わる教訓と提言 

 

本評価調査と「モンゴル国地方医療施設整備計画」事後評価調査を通じ、医療／保健セク

                                                  
1 ODAの量的拡大から質的向上への転換においてプロジェクト中心から複数のプロジェクトを包括的に組み合わせたプ

ログラム中心への援助実施形態の変化がいわれている中で、ここでは保健医療分野である共通セクターの課題としてと

らえ、プログラムとして包括した考えを示す。 
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ターにおける無償資金協力について共通となる以下の教訓を得たので、それぞれについて

考察した結果を提言する。 
 
1) 評価指標設定の重要性 
(1) 結論 

無償資金協力案件の形成、選定および設計においては、プロジェクトの目的やその上

位目標、あるいはプロジェクトを構成する個々の成果を明確にし、それぞれについて

指標とその目標値を確定することが重要である。 
(2) 考察 

今回調査した 2 案件ともに、第 5 章の分析で考察した通り、事後評価にあたって、指

標の設定または再検討が必要であった。そのため現地調査の実施中まで評価指標を探

りながらの成果の達成度を調査するという評価者としては難しい側面があった。結果

として、全体的に定量分析が少なくなり、そのための補完として定性的な測定を幅広

くかつ数多く収集して分析した評価となった。 
これには様々な要因があるが、まず、施設／機材の整備において直接的な効果は容易

に理解されるが、その結果現れる成果（アウトプット）（例：外科診療の拡大）とそ

の指標（例：外科画像診断件数の増加）の設定が重要である。さらに成果重視の考え

からいえば、このアウトプットによって達成されると期待されるアウトカム（例：二

次医療サービスの拡大）とその指標（例：白内障手術件数の増加）の設定が必要であ

る。さらにはそれぞれの指標に対して数値目標を定めることによって第三者にもわか

りやすい定量分析ができる。 
これら数値目標までの検討が案件採択から計画設計まで十分なされると、評価は容易

となる。しかし、一方、数値目標は容易に選定されるものではないことも理解しなけ

ればならない。2

(3) 提言 
案件採択においては、プロジェクトの相手国政策の位置づけ、プロジェクト目的、成

果などを明確に確認し、設計においてはこれらの指標設定を行い相手国とのコンセン

サスを得るべきである。一方で、基本設計で収集するデータはこれら指標のためのも

のに集中して、一般医療事情を説明するためのデータ収集は極力省いて構わないと考

える。必要の場合には、収集統計資料をそのまま添付することで十分であり、これら

のデータ収集に費やす時間を指標検討にまわすべきだと考える。また和文報告書は記

載している情報データなどは、英文など相手国側への提出版でも省略せずに記載し、

                                                  
2 一般に医療／保健セクターでは、国連のミレニアム目標に保健医療の指標が多くまた乳児死亡率や妊産婦死亡率など

について各国で数値目標を定めていることから、プロジェクトの指標も容易に設定できると勘違いされることが多い。

しかし、現実には、乳児死亡率などは長期（10 年単位）で推移をみる指標であり、またより詳細な指標が設定されたと

しても施設／機材の整備の投入だけでなく、人的投入や技術レベル、さらにはトータル医療など様々な要因で成り立つ

ものが多い。 
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再度調査結果データとして相手国と確認するべきである。基本設計の期間の都合によ

り確認が遅れても、実施段階にデータの確認をすることができる。 
以上の改善について、医療／保健セクター無償資金協力に関わる過去の事例も含めた

指標の検討会を開催し、案件採択や設計のガイドラインに反映することが必要である。 
 
2) 被援助国のオーナーシップ醸成の必要性 
(1) 結論 

無償資金協力によって実施される事業はあくまで被援助国の事業であるが、この基本

的な認識、すなわちオーナーシップが希薄であれば、我が国の今後の対応・協力にも

影響を与える深刻な問題となる。よって、案件の形成、選定、設計および実施段階に

おいて、オーナーシップが自然と醸成されるような工夫が必要である。 
(2) 考察 

設定される目標や成果の内容にもよるが、医療／保健セクターにおいては医療サービ

スや保健活動に人材の要素を省くことはできない。従って、基本設計に記載される「被

援助国の負担」には、施設･機材の維持管理スタッフはもとより、施設･機材を有効に

利用するために医療･保健従事者の人材の強化や補強も検討すべき項目であると考え

る。今回のケースでは、基本設計にはこのような人事措置は外部条件としていた。こ

のような設計のあり方については、近年の無償資金協力の案件に考慮されてきている

が、基本設計においては被援助国実施機関を一調査対象者と見なさず、一緒になって

調査を実施して期待される改善データを洗い出してコンセンサスを得るような姿勢、

また実施設計においては効果の発現の予測を被援助国政策に沿って検証するなどの

ような工夫によって、よりオーナーシップの醸成を促すことができると考える。 
(3) 提言 

無償資金協力において特に医療／保健セクターの案件では、事業の一部として被援助

国の人材の強化・補強の視点を入れる。これを前述の「指標の検討会」のテーマとし

て入れながら、案件採択や設計・実施のガイドラインに反映することが必要である。 
 
3) 事後評価調査による相乗効果の発揮 
(1) 結論 

事後評価調査をより有効に活用するため、被援助国の本事業のモニタリングや本事業

が関連する医療／保健プログラムの計画、さらには医療／保健政策への反映に役立て

るよう評価結果を被援助国へフィードバックする。一方で我が国としては、同セクタ

ーの他案件や関連技術協力を含めたプログラム評価へと展開すれば、説明責任をより

幅広く明確にし、同時に被援助国でのプレゼンスを高めることも期待できる。 
(2) 考察 

本評価調査の現地調査において実感したのは、評価を行いながら同時に相手国におい
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て、無償資金協力の広報や我が国のプレゼンスを高めることに貢献できることである。

これをさらに積極的に推進する手段として、相手国と共同で評価調査を実施して、調

査の精度を高めるだけでなく、相手国にとって、事業をモニタリングしてフォローア

ップ措置など事業の問題解決や発展につなげることができる。地域医療あるいは医療

施設機能向上など事業が関連するプログラムや政策の進捗状況の確認や見直しなどに

も役立てることもできる。また、我が国にとっては、同セクターの他案件や関連技術

協力を併せたプログラム評価へと評価を展開させれば、説明責任をより幅広く明確に

し、同時に事後評価の実施自体のインパクトによって被援助国でのプレゼンスも高ま

ることが期待できる。 
(3) 提言 

無償資金協力事後評価の保健省などの相手国実施機関との共同調査の手法を確立し、

実施する。案件単位の評価でなく、同じセクター内の過去の無償資金協力を束ね、か

つ技術協力プロジェクトも含めたプログラム評価の手法を確立し実施する。この手法

の確立については、 1）評価指標設定の重要性で提言した検討会でも検討する。 
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1
4
4

添付1　評価の枠組み
評価対象：平成14年度対南アフリカ無償資金協力｢クワズール・ナタール州医療施設向上計画｣
評価
項目

評価内容
情報源 情報収集先

大項目 中項目 小項目 指標

妥当
性

1
日本の援助政策と
の整合性

1 政府開発援助政策との関連性
ODA大綱との関連性 ODA大綱

外務省
ODA中期政策との関連性 ODA中期政策

2 地域別援助政策との関連性
対アフリカ援助政策との関連性

関連部の有無（有の場合はその内容）
アフリカ開発会議（TICAD）

外務省、JICA
対南アフリカ援助政策との関連性 新南ア支援パッケージ

3 分野別政策との関連性 保健医療分野援助政策との関連性 関連部の内容
｢保健と開発｣イニシアティブ・保健MDGs
達成貢献策

2
南アフリカの国家政
策との整合性（優先
度）

1 南アフリカ国開発計画との関連性
地域開発の位置付け

関連部の有無（有の場合はその内容） 経済再建復興計画(1994年） 南ア政府
保健医療分野の位置付け

2 南アフリカ国保健政策との整合性
重点課題との関連性

関連部の内容
保健･医療部門戦略フレームワーク
(2000～2004年）

中央保健省地域医療との関連性（リンポポ州、東ケープ州と並
ぶ重点貧困対策）

3
クワズール・ナタール州保健政策との
整合性

地域間格差の改善の位置付け 関連部の内容 5カ年戦略計画（2000～2004年） クワズール・ナタール州保健省

3
対象地域でのニー
ズとの合致

1 DC28地区保健部のニーズとの合致

医療サービスの他地区との格差 疾病構造など
一般統計（South Africa Statistics）・医
療統計（South African Health Review）・
クワーズール・ナタール州資料

中央保健省、クワズール・ナター
ル州保健省、DC28地区対象各
施設(一部、施設・住民アンケー
ト、フォーカスグループ・ディス
カッションも含む）

地区内レファラルシステム体制強化の必要性（コ
ミュニティヘルスセンター新設の必要性）

人材･施設の共有

地区の特殊性 地理･社会状況（旧ホームランドなど）

2
DC28地区内の対象54医療施設の
ニーズとの合致

医療サービスの地区内での格差 州都などへの患者搬送の実態など 一般統計･医療統計・県別資料
地区内レファラルシステム体制の実態 カテゴリー別診療・検査項目など 施設別医療情報

4 DC28地区の住民のニーズとの合致
貧困状況 経済状況 一般統計資料
コミュニティ医療サービス確立への期待 コミュニティ保健活動の状況 保健・医療統計（活動）資料

4
戦略・アプローチの

適切性

1
目標の上位目標への手段としての有
効性

地区医療体制の確立
地域医療計画の確認

地区医療施設体制（組織）、地域医療計
画

クワズール・ナタール州保健省、
DC28地区保健部

医療サービス格差の是正

2
ターゲットグループ設定（規模）の適
切性

貧困対策
地理･社会状況 一般統計・医療統計資料

人口のカバー率

3
目標達成のためのアウトプットの有
効性

地方・地区病院の機能強化との関連性

地域医療計画の確認
地区医療施設体制（組織）、地域医療計
画

コミュニティヘルスセンター・クリニックの機能強化と
の関連性
地区保健部の機能強化との関連性

4 日本の技術的優位性 対南アフリカ援助実績（保健医療） 実績内容と関連性 ODA白書、現地調査 外務省・JICA

機材
／施
設の
適切
性・
効率
性

1

対象2地方病院・6地
区病院・1コミュニ
ティヘルスセンター
への投入（機材）の
質・量・タイミングの
適切・効率性

1 機材の種類（質）の適切性
医療サービス内容との適合 機材･医療サービス対応表

施設別医療情報、本計画要請書、基本
設計報告書、実施設計報告書、入札評
価報告書、完工報告書、現場調査結果

外務省・JICA、対象各施設(施設
アンケートも含む）

設計の適切性 設計方針と実施結果

2 機材の量の適切性
医療サービス量との適合 機材･診療量対応表
設計の適切性 設計方針と実施結果

3 機材の設置場所の適切性
医療サービス･施設･従事者との適合 使用状況
設計監理・実施の適切性 設計からの変更など

4 機材の据付時期の適切性
実施（入札～完工）フローの効率性

設計からの変更など
実施（入札～完工）期間の効率性

2

対象44クリニック・
地区保健部への投
入（機材）の質・量・
タイミングの適切・
効率性

1 機材の種類（質）の適切性
医療サービス内容との適合 機材･医療サービス対応表

施設別医療情報、本計画要請書、基本
設計報告書、実施設計報告書、入札評
価報告書、完工報告書、現場調査結果

外務省・JICA、対象各施設(施設
アンケートも含む）

設計の適切性 設計方針と実施結果

2 機材の量の適切性
医療サービス量との適合 機材･診療量対応表
設計の適切性 設計方針と実施結果

3 機材の設置場所の適切性
医療サービス･施設･従事者との適合 使用状況
設計監理・実施の適切性 設計からの変更など

4 機材の据付時期の適切性
実施（入札～完工）フローの効率性

設計からの変更など
実施（入札～完工）期間の効率性

3

対象1コミュニティヘ
ルスセンター建設の
質・量・タイミングの
適切・効率性

1 施設規模・構造・レイアウトの適切性
医療サービス内容との適合 診療科（室）･医療サービス対応表

施設別医療情報、本計画要請書、基本
設計報告書、実施設計報告書、入札評
価報告書、完工報告書、現場調査結果

外務省・JICA、対象各施設(施設
アンケートも含む）

設計の適切性 設計方針と実施結果

2 建設工期の適切性
実施（入札～完工）フローの効率性

設計からの変更など
実施（入札～完工）期間の効率性

4
ソフトコンポーネント

の適切･効率性
1 保健教育啓蒙手法の適切性 コミュニティ活動との適合性 コミュニティ保健活動の状況 ソフトコンポーネントに関する報告書、現

場調査結果
外務省・JICA、コンサルタントレ
ポート、対象各施設(施設アン2 機材維持管理手法の適切性 業務対象の機材の維持管理体制・能力との適合性 維持管理状況

5 他案件との比較
1 ｢東ケープ州基礎医療施設機材整備計画｣の同様機材ユニットとの比較

コスト算出・比較
実施報告書、現場調査 外務省、国立第２病院

2 EUにより建設されたクワズナール・ナタール州内のコミュニティヘルスセンターとの比較 プロジェクト報告書、現場調査 ADB、対象施設



1
4
5

6 阻害要因の発現 設計から実施に至るまでの機材供与に係る阻害要因 具体事項
コンサルタント・納入業者からのヒアリン
グ、現地調査

コンサルタント・納入業者、対象
各施設(施設アンケートも含む）

効果
の発
現

1 目標の達成度

1
レファラルシステム強化による医療
サービスへの改善度

地区内トップリファラル（地区病院）機能の整備
診療機能強化（検査数、手術件数、入院患
者数など）対比表 一般・医療統計、現地調査結果（アン

ケート調査、フォーカスグループ・ディス
カッション結果を含む）

クワズール・ナタール州保健省、
DC28地区保健部、対象各施設
(施設・住民アンケート、フォーカ
スグループ・ディスカッションも含
む）

地区内リファラル中核（地区病院・コミュニティヘル
スセンター）機能の整備

2
コミュニティ保健･医療活動への貢献
度

産科及び公衆衛生を基盤とした保健･医療活動への
貢献度

活動機能強化（分娩数、外来患者数、学校
保健プログラム実施数、コミュニティ健康増
進プログラム実施数など）対比表

2
アウトプットの目標
達成への貢献度

1

対象2地方病院・6地区病院・1コミュ
ニティヘルスセンターがDC28地区に
おけるトップ・中核レファラルとなる機
能強化への貢献度

医療サービスの質・量の向上 診療機能強化による能力向上対比表
基本設計報告書、施設別医療情報、現
地調査

医療施設間（クリニックを含む）とのリファラル体制
強化

紹介・逆紹介患者の受入実績

2
対象1コミュニティヘルスセンター・44
クリニック・地区保健部のコミュニティ

医療サービス・保健活動の質・量の向上 活動機能強化による能力向上対比表 基本設計報告書、施設別医療情報、現
地調査特に母子保健に係る診療･活動の質の向上 住民教育活動内容の変化

3
医療機材維持管理能力向上の達成
度

機材診断･修理能力
機材維持管理データの中央統括可能病院
数の増加など

ソフトコンポーネントに関する報告書、現
場調査

機材メンテナンス能力
消耗品･部品特定・調達情報提供能力

3
目標達成の阻害要
因

1
基本設計報告書に記載された外部
条件の影響

予算の枯渇

実地の有無（有の場合はその内容） 現地調査（アンケート調査、フォーカスグ
ループ・ディスカッション結果を含む）

医療スタッフの減少
クリニックにおける適切診断の実施
導入された機材保守管理の継続実施
導入された保健教育啓蒙活動の継続実施

2 その他の外部要因 具体事項

イン
パク
ト

1
上位目標達成への

見込み

1
クワズール・ナタール州内での医療
格差是正への改善度

他地区との医療サービスの格差内容
保健医療指標（特に母子に係る）の改善

現地調査結果（アンケート調査、フォーカ
スグループ・ディスカッション結果を含
む）

クワズール・ナタール州保健省、
DC28地区保健部、対象各施設
(施設・住民アンケート、フォーカ
スグループ・ディスカッションも含
む）

地域医療サービスの質・量の向上

2 コミュニティヘルス活動への改善度
地域間（各県）での医療サービスの格差内容

住民の行動の変容
各県単位での医療サービスの質･量の向上

2 波及効果
1 予期しなかったプラスのインパクト 新たなコミュニティプログラムなど
2 予期しなかったマイナスのインパクト 具体事項

3 プラスまたはマイナスの影響をもたらした要因 具体事項

自立
発展
性

1
各対象施設におけ
る供与機材の維持
管理

1 医療従事者の維持管理能力
使用技術・頻度の状況

各医療施設における供与機材の使用、管
理、保守、修理状況、予算の執行状況

現地調査結果（アンケート調査結果を含
む）

対象各施設（施設アンケートも含
む）

予防メンテナンスの知識･実施

2 維持管理体制
医療施設における設備課の機能・業務内容
業者との保守契約・実施状況

3 維持管理技術者能力
技術研修の可能性
点検・修理業務の内容
機材管理（機材台帳など）の実施

4 維持管理予算の確保･執行
消耗品などの予算
機材更新・インフラなどの予算

2
各実施機関におけ
る供与機材の維持
管理

1 中央保健省の予算措置
クワズール・ナタール州に関する予算の動向

予算の確保・執行（変化） 予算書（2000年～現在）
中央保健省、クワズール・ナター
ル州保健省

医療インフラ（施設･機材）に関する予算の動向

2
クワズール・ナタール州保健省の予
算措置

医療機材に関する予算の動向
維持管理（消耗品を含む）に関する予算の動向

3
医療サービスの格
差是正

1 中央保健省の貧困対策計画 地域医療計画の動向
貧困対策・地域医療計画の実施状況 地域医療計画、現地調査

2 クワズール・ナタール州保健省の地域医療計画
4 貢献要因 地域医療政策の推進など

具体事項
現地調査結果（アンケート調査結果を含
む）

クワズール・ナタール州保健省、
DC28地区保健部、対象各施設
(施設・住民アンケートも含む）

5 阻害要因 予算執行など

広報
効果

「顔の見える援助」としての認知度
広報誌など 発行部数、配布先

現地調査（収集など）
現地大使館、JICA事務所、対象
各施設他のメディア 具体例

関係
者に
よる
評価

南アフリカ関係者の
評価

1 南アフリカ政府の評価
インタビューなど

具体事項
現地調査結果（アンケート調査、フォーカ
スグループ・ディスカッション結果を含
む）

現地調査（フォーカスグループ･
ディスカッションを含む）、委託
ローカルコンサルタント調査(施
設・住民アンケートも含む）

2 実施･監督機関の評価
3 裨益者の評価 アンケート回答・フォーカスグループディスカッション

結果4 一般市民の評価
5 マスコミ評価 メディアによる報道・記事など

外交的効果 両国の友好関係 具体事項 現地調査 南ア監督機関、現地大使館
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