
事後評価調査結果要約表 

評価実施部署：ホンジュラス事務所 
１. 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  協力形態：プロジェクト方式技術協力（現：技術協力プ

ロジェクト） 
所轄部署：医療協力部（人間開発部第 4 グループ

（保健２）感染症対策チーム） 
R/D 締結時の名称（現名称） 

協力金額： 
機材供与 US$1,169,858.28 
現地業務費 10,593,522Lps.（レンピーラ） 

先方関係機関：保健省  
 
協力期間 

2000 年 4 月 1 日～2005 年 3 月 31 日

（フォローアップ期間：2005 年 6 月

25 日～2006 年 8 月 6 日） 
日本側協力機関： 
国際医療センター  

他の関連協力：特になし。 
 
１-１ 協力の背景と概要 
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、1995 年 1 月から 1996 年 8 月にかけて、同調査が実施さ

れた。また、同調査の結果を受けて、「ホ」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。同

要請を受け、JICA は 1999 年 2 月に事前調査を、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。 
 

１－２ 協力内容 
本プロジェクトは、日本人専門家により、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目標に、5 年（+フォローアップ 1 年）の協力期間を持って実施され

た。 
 
（１）上位目標 
第 7 保健地域においてリプロダクティブヘルスの状況が改善する。 
（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。 
（３）アウトプット（成果） 
①サンフランシスコ病院（HRSF）および母子クリニックにおいて、女性に対しての適切かつ時宜を得た治

療がなされる 

 ②HRSF および母子クリニック（CMI）において、新生児ケアが改善される 

 ③保健センター（CESAR、CESAMO）、CMI および HRSF 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適切な治療のために保健センターにおいて必須医薬品が確保される 

 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証される 

 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保健教育が（住民へ）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保健センター、地区、地域全てのレベルで時宜を得た意思決定がなされる（2000 年～2003 年） 



  地域レベルにおけるモニタリングシステムが確立される（2004 年改定） 

 ⑨第 7保健地域のあらゆるレベルで運営管理努力が最大限になされる（2000 年～2003 年） 

  第 7保健地域における財および人的資源が有効に利用される（2004 年改定） 

 

（４）投入（プロジェクト終了時） 
長期専門家派遣   10 名 機材供与      US$1,169,858.28（US$1=106.98 円 2007.2 レート）

  短期専門家派遣   49 名 ローカルコスト負担 10,593,522Lps.（L.1=5.69297 円 2007.2 レート）

  研修員受入     17 名 その他        なし    
 相手国側： 

  カウンターパート配置 25 名 機材購入     なし 
  土地・施設提供        ローカルコスト負担 8,157,014.25Lps. 

 ２. 評価調査団の概要 
 調査者  JICA ホンジュラス事務所 

 Regina Fonseca、Yanira Villanueva（個人コンサルタント） 
調査期間  2007 年 11 月 26 日〜2008 年 1 月 15 日 評価種類：事後評価 

３実績の確認 
３-１ プロジェクト目標の状況 
PRSP および MDGｓ目標達成を目的に、プロジェクト目標は現在もホンジュラス政府の重要課題として位

置づけられており、プロジェクト対象地域における乳幼児・妊産婦死亡率が減少傾向にあるとおり、同目

標は継続して改善・強化されている。 
 
３-２ 上位目標の達成状況 
終了時評価時に確認された、妊産婦死亡の減少、リプロダクティブヘスルサービス利用者の満足度向上、

乳児死亡の減少、施設分娩の増加、産前・産後のケア受診者の増加は、引き続き維持、もしくは改善され

ている。 
 
３-３ 終了時評価での提言の活用状況 
 プロジェクトにおいて形成されたセクター横断的（成果分野横断的）ワークチームである「グループ 5」
は現在も機能しているが、終了時評価の提言の 1 つであった、「参加型手法の維持」は、チームメンバーの

能力強化や、計画・モニタリング・評価実施に必要な経済的資源を保健事務所は有さないことから、これ

にかかる対応はとられていない。 
 また、本プロジェクトで得られた良い経験を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、

という提言についても、対応はとられておらず、理由も得ることが出来なかった。 
 住民活動センターにおいては、現在も準看護師養成のために使用されており、これまでに 3 期の卒業生

を出している。 
 薬剤供給システムは、現在も機能しているが、無線は使用されていない。 
 
４. 評価結果の概要 
４-１ 評価結果の要約 
（１）インパクト 

 指標 2003-2004 2006 
妊産婦死亡率（対 10,000 出生） 108 98 
RH サービスに満足する患者の割合（％） 
※32 名に対するアンケート調査の結果 

98 91 

施設分娩率（％） 45 46 
乳児死亡率（対 1,000 出生） 11.4 12.5 
産前検診（％） 90 N/A 
産褥検診率（％） 46 45  



（２）自立発展性 
 2006 年 12 月に発表された「2021 年までの保健国家計画」には、リプロダクティブヘルスに関係する部

分が多く含まれていることからも、政策におけるリプロダクティブヘルス重視の視点は継続されると考え

られる。また、妊産婦に関するサービスに関し、プロジェクトにおいて技術移転を受けた保健人材による

患者への啓蒙教育が継続して行われている等、移転した技術は、一部を除いて概ね定着していると考えら

れる。また、プロジェクトにより技術移転を受けた保健人材の 90％が、現在もプロジェクト実施当時と同

じ配置で業務を続けていること、ならびに、プロジェクトが供与した機材のほとんどが、継続して使用さ

れていることは、プロジェクトの成果の継続を確保するものであると考える。 
 
４-２ プロジェクトの促進要因 
（１）インパクト発現を促進した要因 
 プロジェクト対象地域における最も重要なプログラムの 1 つとして母子保健が位置づけられていること、

また、プロジェクトにおいて実施された保健人材への技術移転の方法（参加型手法）および機材供与があ

げられる。 
（２）自立発展性強化を促進した要因 
 第７保健地域保健事務所において形成されたワークチームを中心とした、プロジェクトの上位目標達成

に向けた継続した努力の実施があげられる。  
 
４-３ プロジェクトの阻害要因 
（１）インパクト発現を阻害した要因 
 プロジェクトの終了があげられる。なお、プロジェクト終了により、プロジェクトにより導入されたプ

ロセスやシステムおよびサービスの進捗に遅れが生じるとともに、かかる活動に必要な資金が減少し、イ

ンパクトの発現を低下させたと考えられる。 
（２）自立発展性強化を阻害した要因 
 保健セクター改革に伴い、保健区域を地域分けから県分けにしたことにより、人材の移動、情報システ

ム、検査室ネットワークシステムおよびモニタリングシステムに影響を与える等、作業負担が増加したこ

とがあげられる。 
 
４-４ 結論 
 プロジェクトを通して新たに導入された活動に関し、差はあるものの、概ねその活動は維持されている。

また、終了時評価時に確認された保健指標も、概ね維持もしくは改善されている。しかし、プロジェクト

終了後、プロジェクトを通して推進されてきたプロセス、システムならびに医療サービスの進捗は衰退状

況にあり、終了時評価時になされた提言についても、うち 2 つしか実行されていない。なお、これらの要

因として、プログラムロジックの導入が挙げられる。また、同プログラムロジックの導入により、特に女

性の健康に重点をおいた全人口の健康推進にかかる総合的な計画、モニタリングおよび評価の実施が困難

な状況にある。 
 
４-５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
 妊産婦の産前および産褥検診の増加にかかる更なる努力が必要である。なお、妊産婦ケアについては、

特に思春期の若者の女性を対象とした特別なケア実施に重点を置く必要がある。 
 モニタリング実施に関しプロジェクトを通して導入された方法は、継続して使用されており、プロジェ

クトの本来の目的は、プロジェクト対象地域の保健分野にインパクトを与えたといえる。 
 
４-６ 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） 
 時宜を得た、信頼性のある保健指標や情報の入手は、技術的並びに政策的な決定を適切に行うことを可

能にすることから、これにかかる支援を考慮することは重要である。 
 また、思春期の女性に重点を置いた女性のリプロダクティブヘルス推進にかかる支援継続が重要である。

 また、プロジェクトが対象地域の保健分野にインパクトを与えたよう、プロジェクトで推進されたグループワークお

よびセクター間の連携は、健康を保障するために必要な戦略であるところ、引き続き同戦略を活用すべきである。 




