
評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ドミニカ共和国 案件名：サマナ県地域保健サービス強化プロジェクト

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 第三グループ 

保健行政チーム 

協力金額（評価時点）：376,279千円 

先方関係機関：厚生省（SESPAS）、サマナ県保健

事務所（DPS） 

日本側協力機関： 

協力期間 R/D記載年月日： 

2004年10月６日～2009年10

月６日 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

 ドミニカ共和国（以下、｢ド｣国と記す）では、公的医療機関による無料診療制度を実施する

とともに、厚生省（SESPAS）が中心となって｢すべての国民に平等な保健医療サービスを｣と

いう理念のもと、特に低所得者層や低開発地域の住民に対する保健医療サービス向上のための

改革を実施してきており、2001 年には改革の基本となる｢保健総合法｣及び｢社会保障制度法｣が

公布された。世界銀行や米州開発銀行（IDB）の協力で成立したこれらの法律は｢ド｣国の基本

的社会保障・保健サービスの充実を図るため、10 年計画で新たな社会保障・保健制度を実現す

ることとしている。新保健制度の特徴は、SESPASの役割の変化（政策立案及び監督に徹する）、

地域保健事務所（SRS）の機能拡大（保健サービス提供の責任をもつ）、国民健康保険制度の導

入による保健財源の確立という点であるが、それらとともに地方分権化のもと、国民の健康の

推進と疾病の予防を優先し、一次レベルの保健サービスの強化を図ることも特徴となっている。

しかし、長期にわたり中央集権的行政が続いた結果、各県の保健事務所（DPS）等では組織と

しての運営能力が不足しており、また、これまでの高度医療重視の風潮を反映して地域保健組

織が未整備であるため、新保健制度実現には保健従事者の意識改革や知識・技術の向上などが

必要とされ、なかでも地域組織・人員の強化が急務となっている。このような背景のなか、

SESPASは以前から青年海外協力隊の派遣（JOCV／看護）が継続されているサマナ県において

新しい地域保健のモデル開発を行い、そのモデルを全国に普及するための技術支援要請を我が

国に対して行った。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

 プライマリー・ヘルスケアの強化を通じ、地域保健ユニット（UNAP）が質の良い予防

サービスを利用者に提供する。 

 

（２）プロジェクト目標 

 サマナ県の住民（特に乳児・妊産婦）が、UNAP による予防・健康増進を中心とする適

切なサービスを受けられるようになる。 

 

（３）成果 

１）すべての UNAPにおいて、質の良い予防接種、乳児検診、妊産婦検診の統合的なサー



ビスが提供され、それが利用される。  

２）地域との連携を伴った UNAPの実施運営が強化される。  

３）各 UNAPの実施運営が改善される。  

４）特に出産及び新生児に関し、UNAP と病院とのリファラル・カウンターリファラル体

制が機能する。  

５）プロジェクト活動に関する情報が、サマナ県 DPSのヘルススタッフと SESPASのヘル

ススタッフとの間で共有される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

専門家派遣      延べ ８ 名    機材供与          8,500千円 

研修員受入れ     延べ 12 名    ローカルコスト負担     27,704千円 

 

相手国側： 

カウンターパート（C/P）配置  延べ 21 名  機材購入 現地通貨   24万 RD$ 

土地・施設提供 プロジェクト事務所 ローカルコスト負担 現地通貨 3.89百万 RD$ 

（SESPAS、サマナ県DPS内） 

２．評価調査団の概要 

団長：  渡部 晃三  JICA人間開発部第三グループ保健行政チーム長 

地域保健：磯  東一郎 雪ノ聖母会聖マリア病院東京連絡事務所長 

協力計画：山形 律子 JICA人間開発部第三グループ保健行政チーム 

調査者 

評価分析：村松 啓子 

現地通訳：島崎 マリ 

システム科学コンサルタンツ株式会社 

 

調査期間 2007年６月14日～７月１日 評価種類：中間評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）「成果１：すべての UNAP において、質の良い予防接種、乳児検診、妊産婦検診の統合

的なサービスが提供され、それが利用される」の達成状況 

成果指標 達成度 

すべての UNAPがワクチン接種サービスの認可を SESPASから受ける 89％ 

UNAPの管轄地域の乳児の予防接種率 90％以上 82％ 

UNAPの管轄地域の産後検診率 85％以上 78％ 

UNAPの管轄地域のコミュニティの妊婦検診率 95％以上 98％ 

 

（２）「成果２：地域との連携を伴った UNAPの実施運営が強化される」の達成状況 

成果指標 達成度 

UNAPの管轄地域の 40％以上の妊産婦が産前産後検診で UNAPを利用する 38％ 

乳児の 70％以上が予防接種と発達検診に UNAPを利用する 88％ 

 

 



（３）「成果３：各 UNAPの実施運営が改善される」の達成状況 

成果指標 達成度 

UNAPの 80％が各々の計画をもち、活動のモニタリングを行う 40％ 

全 UNAP が地域地図を作成し、第１回目の家族登録を実施する（今回追加

した指標） 
100％ 

全 UNAPが家族登録を毎年更新する（今回追加した指標） 30％ 

 

（４）「成果４：特に出産及び新生児に関し、UNAP と病院とのリファラル･カウンターリファ

ラル体制が機能する」の達成状況 

成果指標 達成度 

新生児出生の情報の 90％以上が病院から UNAPに届く 70％ 

患者のカウンターリファラルの割合が 50％増える ０％ 

病院利用者に占める UNAPからリファーされた割合が２％から増加する 3.4％ 

 

（５）「成果５：プロジェクト活動に関する情報が、サマナ県 DPSのヘルススタッフと SESPAS

のヘルススタッフとの間で共有される」の達成状況 

成果指標 達成度 

ニュースレターの発行と配布（半年に１回） ４回 

SESPASによる UNAPのスーパービジョン（半年に一度） ４回 

他 DPSとの技術交換（１年に１回） ３回 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

 保健政策「保健総合法」「社会保障法」及び｢Tolelancia Cero｣（保健政策の活動指針）は、

保健行政の地方分権化による疾病予防や健康促進を進めるものであり、プライマリー・ヘ

ルスケアの実施施設である UNAP の活動の向上は上記政策の具現化が図られるものであ

る。ただし、これらの政策は UNAPが実施すべき活動を規定しているものの具体的な実施

手法には言及していないため、プロジェクトはこの UNAPにおける活動を効率的かつ適切

に実施する実証試験の役割を果たしている。よって、プロジェクトの方向性及び計画内容

は「ド」国及び住民にとって妥当性がある。 

 

（２）有効性 

 プロジェクト開始以降、主な裨益対象グループの一つであるサマナ県下の乳児がワクチ

ン対象のポリオ・小児破傷風・麻疹の発症及び下痢症による死亡件数が０件という数値を

維持できたことは、UNAP において適切なサービスを受けられたことも一因として寄与し

ているといえる。UNAP 職員の知識・技術は、研修の実施に加え、研修後のフォローアッ

プを行い、UNAP 活動のスーパービジョンと指導を繰り返すことにより向上している。ま

た、UNAP の活動をボトムアップで支える住民組織「保健委員会」も組織化され、地域地

図の作成や家族登録に貢献し、現在は更新していくのみとなっている。総じて、UNAP に



おけるサービスは適切な方向に向かっており、プロジェクト目標の達成は見込みがある。

 

（３）効率性 

 日本側による機材供与、C/P研修は、計画通り適切な時期に投入・実施された。また、「ド」

国側により活動に必要な C/Pの配置、施設提供及びローカルコスト負担も実施されている。

 プロジェクト開始後１年間は長期専門家及び JOCVチームが派遣され、専門家による技

術協力、その後業務実施契約型による長期一括契約の形態に移行し、コンサルタントによ

る専門家のチームが派遣された。このような専門家チームによる派遣によって、各専門家

が計画通りに投入され、活動は効率的に行われている。加えて、専門家チームの副総括と

して先の長期専門家が継続投入されたことから、人脈やネットワークにおいてプロジェク

トは一貫性を保つことができ、ネットワークを生かして効率的な協力が行われた。また、

JOCVチーム派遣は看護師･助産師や IECの専門性を有した人材と住民組織化に有用な村落

開発普及員が投入され、専門家チームと連携して活動しており、効率性を高めている。 

 

（４）インパクト 

 プロジェクト実施の中間期にあることから、プロジェクトの明確なインパクトはないも

のの、近隣県への実践モデルになりうる可能性を大いに含んでいる。 

 一部の活動を通じて、プロジェクト目標以外に得られた正のインパクトとして、ミレニ

アム開発目標大統領諮問委員（COPDES）が、プロジェクトが支援するサマナ県の UNAP

の活動に関心をもち視察に訪れ、2007 年３月の合同調整委員会には大統領アドバイザーが

参加したこと、プロジェクト活動を他県 UNAP へのモデルとして導入したいとの SESPAS

次官の意見や DPS所長への問い合わせがあったことなど、高い関心が向けられたことが挙

げられる。現時点では、負のインパクトは特に確認できない。 

 

（５）自立発展性 

 プロジェクト活動を継続するための実施体制は確立しており、また近年導入された新制

度（DPSが予防保健サービス、SRSが保健医療サービスの実施責任をもつ）のもと、両機

関の協力体制も整いつつある。しかしながら、同国の公的機関職員は政権の交代に伴って

大部分が交代するという事情があり、DPS以上の政府要職にある人材育成は自立発展性の

確保にはつながらない恐れがある。仮にこうした状況になった場合にその影響を最小限に

抑えるために、政権交代の影響を受けにくい UNAPの看護助手や住民組織に注力してプロ

ジェクト活動を実施しており、ある程度自立発展性は確保されている。 

 本プロジェクトはなるべくコストをかけずに活動を行うための工夫をしているものの、

プロジェクトを通じての活動経費は一般の DPSの活動予算よりも数倍高い。終了後も引き

続き「ド」国側によって同様の予算配分が行われれば、活動が継続され、持続可能性と自

立発展性が得られる。 

 また、プロジェクトで策定した研修教材やスーパービジョンのガイドライン等は人事異

動があっても現場に残るものであり、これらの活用によってある程度の継続性は確保でき

る。 

 



３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

 UNAP の研修医は毎年交代することを見越して、技術移転の対象を地元への定着率の高

い看護助手と住民組織「保健委員会」に絞った活動を展開している。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

 プロジェクト開始当時の長期専門家のコンサルタント・チームへの継続投入と、JOCV

チームとの協働により、相乗効果が得られた。また、中南米諸国の特徴でもある政権交代

ごとの大幅な職員の人事異動を見越して、活動の実施をドキュメントによる裏付けとして

残すためのマニュアル教材やガイドラインの作成に注力し、技術の定着を狙っている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

 中間評価時点では特になし。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

 選挙が近づくと今後の公職ポストがかかわってくるために、C/P が通常勤務を怠って選

挙活動に参加し、活動が滞る傾向がある。また、保健改革が実施されて、SRSと DPSとの

業務移行の混乱期に活動があたってしまったため、施設運営上、支障を来すことがあった。

 

３－５ 結 論 

 本プロジェクトは、実施されてから現在まで計画された活動の多くがおおむね予定通り実施

され、期待されていた活動の成果は順調に発現しつつある。その裏付けとして、指標の改善が

認められ、活動の基盤となる UNAPの機能、DPSの運営能力が確実に向上していた。ただし、

想定される阻害要因である大統領選挙による C/Pの活動低下、SRSとの連携強化など、活動に

十分な配慮と対策が必要である。これらの措置が講じられれば、プロジェクト目標の達成は可

能であろう。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

 これまでの活動は、UNAP が提供すべき保健サービスをどのように実践するかの実証試験で

もあり、この結果が UNAP運営のモデルの一つとなりうる。このような実践モデルはサマナ県

外への普及もありうる。以下はモデル化に向けて「ド」国側合同評価委員会と合同で発案され

た提言である。 

人材 ・UNAP のスタッフ（医師、看護師、プロモーター及び配属された新人）を

充実させる 

・医療機器の維持のための人材を訓練する 

・保健委員会とプロモーターの監督を行う DPS内関係部署に適正な人員を配

置する 

・DPSの技術職員を適正なポストに配置転換する 

・技術と能力のある人材を長期間確保する 

教育教材と 

消耗品 

・UNAP運営に必要な機材の投入と消耗品を支給する 

・教育教材の設計、印刷及び配布を確実にする 
 



 
財政 ・UNAP運営に必要な予算を保証する 

組織 ・SRSは病院及び UNAPの監督機能を保証する 

・SRSと DPS間の調整機能を強化する 

政策 ・DPSは予防、健康促進、疫病監視及び住民参加の保健政策を強化する 

・医薬品を必要とする人口すべてに効果的・適時に供給することを保証する

制度（構成、

適用範囲及び

仕組み） 

・基盤となる法律（保健総合法と社会保障法）の効果的な適用による制度の

統合化を実施する 

・SRSと DPSが協調して実質的な活動が達成できるよう、透明性のあるメカ

ニズムを策定する 

・プロジェクト活動への SESPAS関係者の更なる参加を保証する 

他県へのモデ

ルの適用 

・政策的に適用を支援する 

・プロジェクトモデルの実施適用のために SRSの組織を強化する 

・モデル適用が可能な他県の人材レベルを分析する 

・他県へプロジェクトの知見を移転する  

・プロジェクトの実施に必要な規模、量及び財源を見極める 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

 本プロジェクトは、プライマリー・ヘルスケアの実施施設である UNAPが新しい保健制度下

で効果的に保健サービスを実践する方法の実証試験でもあり、この結果が地域保健サービスの

モデルの一つとなりうる。特に、地域に密着する看護助手の育成と地域住民の参加型による保

健委員会の組織強化は、類似プロジェクトの実施・運営管理において参考となる。 

 

３－８ フォローアップ状況 

 中間評価時点では特になし。 




