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事後評価調査結果要約表 

1. 案件の概要 

国名：ニカラグア共和国 案件名：グラナダ地域保健強化プロジェクト 

分野：地域保健 援助形態：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：人間開発部第四グループ 協力金額：4 億 9,900 万円 

協力期間 （R/D）：2000 年 10 月 31 日 

（実施）：2000 年 12 月 1 日～ 

      2004 年 11 月 30 日    

 

先方関係機関：ニカラグア保健省(MINSA) 

日本側協力機関：東京大学大学院医学系研究科、厚生労働

省社会保障・人口問題研究所、シェア＝国際保健協力市民

の会 

他の関連協力：無償資金協力「日本ニカラグア友好病院(HAJN)」、及び「ニカラグア共和国 西部 2 県保健医療

センター整備計画」 

1-1 協力の背景と概要 

ニカラグア共和国（以下「ニカラグア」と記す）は、国民に公平で効率的な保健医療サービスを提供するこ

とを目的として地域統合保健サービスシステム（SILAIS）の強化、疾病の予防と治療の統合を含む保健セクタ

ー改革を推進している。我が国はこうしたニカラグアの保健医療サービスの改善のための努力を支援すべく、

1997 年にはグラナダ病院の改築（HAJN の建設）のための無償資金協力を実施した。一方、地域保健システム

の強化のためには、病院だけではなく保健所等一次医療施設と病院とのレファラルシステムを確立する必要が

あり、またこれに従事する医療スタッフの資質の向上を図る必要があった。このような背景の下、グラナダ病

院と県内一次医療施設とのレファラル・カウンターレファラルの改善を含め、グラナダ SILAIS の強化のための

プロジェクトが要請された。 

1-2 協力内容 

(1) 上位目標 

グラナダ県住民の健康状態が改善される。 

(2) プロジェクト目標 

すべての地域における住民、特にリスクグループに属する住民（5 歳未満の子供と出産可能年齢の女性）の健

康状態が、保健省の地方分権政策の下、地域における、また一次医療において、質の高い保健サービスの提供

によって改善される。 

(3) 成果 

1. 健康の問題を解決するための努力に、地域住民の参加が増加する。 

2. 医療機器及びスタッフの研修によって、一次レベルの保健ユニットの医療及び健康の問題を解決する能力

が向上する。 

3. 地域において、一次レベルと二次レベルの間のレファラルとカウンターレファラルの仕組みが強化される。

4. SILAIS 本部と自治体衛生局の幹部グループの管理能力が向上する。 

(4) 投入 

日本側：  長期専門家派遣  ：7 名        短期専門家派遣  ：20 名 

   研修員受入    ：16 名        機材供与     ：7,500 万円 
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      現地業務費    ：5,800 万円 

相手国側： カウンターパート配置：14 名     ローカルコスト負担ならびに施設提供 

2. 評価調査団の概要 

調査者 

 

評価分析：大橋由紀       株式会社インターワークス コンサルタント 

Betty Soto Vasquez  ニカラグア国立自治大学保健調査研究センター 教員／調査員

調査期間 2007 年 11 月 6 日～11 月 18 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 

プロジェクト目標の指標を確認すると、家族計画サービス利用者数、妊婦検診受診者数、医療施設での分娩

の割合、産後検診受診者数、子宮頸癌検査数、子どもの発育モニタリング受診者数は、2005 年及び 2006 年は医

者のストライキにより悪化がみられたが、2007 年 9 月までのデータで良好であり、2007 年の最終的なデータは

2004 年よりも改善されることが予測できる。ワクチン接種率、ワクチンで予防可能な乳幼児の疾患については

2005 年以降、継続的な改善が見られた。 

成果 1 については、SILAIS 職員を対象とした質問票調査では住民の健康問題解決の活動への参加は増加して

いると評価されており、プロジェクトが促進したパルテーラ（伝統的産婆）、ブリガディスタ（保健ボランティ

ア）、コルボル（マラリア対策活動員）、青少年グループなどの活動は概ね継続されていることが確認できた。

成果 2 については、一次レベルの保健ユニットの能力は改善している評価されており、研修や基礎保健チーム

（EBS）の活動は継続されていることが確認できた。機材の維持管理には改善の余地が見られた。成果 3 につい

ては、レファラル･カウンターレファラルは数値データでは改善の確認が取れなかったが、各レベルの保健ユニ

ットの連携が強化されたことや移送･連絡機材が確保されたことから、レファラルは改善されていると評価され

ている。カウンターレファラルは改善の必要性が確認された。成果 4 については、SILAIS の管理能力は向上し

たと評価されており、NGO や他ドナーとの連携が促進され、保健問題解決に向けての様々な活動が継続されて

いることが確認できたが、SILAIS の各事務所に供与された機材の維持管理は改善の必要があった。 

3－2 上位目標の達成状況 

上位目標の指標である妊産婦死亡数は年々減少していることがわかった。乳児死亡数、5 歳未満児死亡数なら

びに急性呼吸器感染症（ARI）及び急性下痢症（ADD）による 5 歳未満児の死亡数は主にストライキの影響で

2005 年 2006 年には悪化したが、2007 年には改善していることが確認できた。 

3－3 終了時評価での提言の活用状況 

終了時評価の提言は、1）青少年の健康やリプロダクティブ・ヘルスについて、次期プロジェクトのテーマと

して検討する、2）プロジェクトの成果定着のために終了後のフォローアップを行う、3）他ドナーと協調し各

活動・研修のモニタリングを継続する、4）日本人専門家及びカウンターパートは本プロジェクトで得た知見を

学会論文等に発表する、の 4 点であった。1）については 2005 年 11 月から「思春期リプロダクティブヘルス強

化プロジェクト」が開始されていること、2）については十分なフォローアップを行ったことで成果も概ね良好

であること、3）については、ドナーや NGO との協調を継続しており複数の協力活動が確認できたこと、4）に

ついては、日本人専門家側、グラナダ県 SILAIS 側ともにプロジェクトの経験を様々な機会で発表していること

から、終了時評価時に挙げられた提言のフォローアップは行われたと言える。 

4. 評価結果の概要 
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4－1 評価結果の概要 

(1) インパクト 

上位目標の達成状況で示したとおり、グラナダ県住民の健康状態の改善に関する指標は 2005 年、2006 年には

主にストライキの影響で悪化したが、2007 年 9 月まで（一部 8 月まで）のデータではプロジェクトが終了した

2004 年のデータよりも改善されている。外部要因への脆弱性が心配されるものの、新政策 MAIS が実施されて

いることも考慮すると今後は更に改善されていくことが期待できる。 

インパクトとプロジェクトの因果関係については、プロジェクトが実施した活動はグラナダ県 SILAIS の本来

業務そのものであっためプロジェクトの活動と SILAIS の本来業務との線引きが困難だったこと、さらにプロジ

ェクト対象地域では他ドナーや NGO などの介入によって様々な活動が行われていることから、健康状態の改善

にプロジェクトが与えた影響の度合いを測定することは難しい。しかし、本プロジェクトは地域保健の責任機

関であるグラナダ県 SILAIS の機能とその活動の強化を直接的に行った唯一の介入であり、SILAIS の機能強化

なくして一次レベルの保健サービスの向上は達成できないことから、本プロジェクトの貢献は大きかったと評

価されている。 

外部条件については、HIV/AIDS や性感染症の症例数は増加しているが、保健省の新たな対応が 2006 年から

開始されており、検査数が増加していることで確認される症例数が増えていることも事実である。経済状況で

は、物価の上昇が住民の生活に影響を与えている。 

予期しなかった正のインパクトについては、プロジェクトをとおして得られた経験が保健省や他県 SILAIS へ

発表され各々の活動の参考となっていること、プロジェクトをとおして新政策（MAIS）と同様の活動を展開し

た経験を持っていることから、よりスムーズに新政策に対応できていることが確認できた。予期しなかった負

のインパクトについては本評価の調査を通して確認されなかった。 

(2) 自立発展性 

政策･制度面では新政策の施行によって自立発展性が強化されている。技術面では活動自体の継続に特に問題

は確認されなかったが、プロジェクトが促進した一次医療ユニットの機材を病院の人材によって維持･修理を行

う体制では、病院の人材の技術力を維持することに問題が確認された。人材･組織面では、政権交代により保健

省の役職者と SILAIS の局長が変わったほか、SILAIS 内でも市保健事務所長を含めた異動が多くあり、人事異

動により実施中の活動に遅れが出るなど、活動の継続に影響を与える阻害要因となったケースが聞かれた。プ

ロジェクトで研修を受けた人材の定着率は高い。SILAIS の人員数は若干増加の傾向にある。組織の形態につい

ては、本調査の実施時には変化がなかったが新政策の施行に合わせた変更が予定されているとのことであった。

財政面では、グラナダ県 SILAIS の予算は徐々に増加しているが、増加分のほとんどが人件費関連の増加分であ

った。プロジェクトの終了後、活動に必要な予算が不足し、NGO や市役所などの資金援助に依存して活動を続

ける必要があったが、2007 年 9 月に新政策の予算が執行されており、本年度からは財政面でも自立発展性が強

化されていると言える。 

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 

新政策 MAIS の施行により活動が促進されていること、NGO や他ドナーの支援が継続的に存在していること、

日本の無償資金協力「ニカラグア共和国 西部 2 県保健医療センター整備計画」により、3 つの保健センターの

建設ならびに機材供与が行われ、各々のサービス対象地域でより良い保健サービスを提供することができるよ
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うになったこと、がインパクトの発現を促進した。 

(2) 自立発展性強化を促進した要因 

SILAIS グラナダの予算・人員の削減は行われず、活動自体への予算の不足はあったものの多くの活動が持続

的に行われたこと、継続した他ドナー・NGO などの支援があること、MAIS の予算執行により活動費や人件費

が確保できるようになったこと、プロジェクトが促進していた活動が新政策 MAIS により制度化されたことが

自立発展性を促進している。 

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 

2005 年と 2006 年の医療従事者のストライキは保健医療サービスの提供に大きな影響を与えた。2005 年には

ロタウイルスの影響を受けたこともあり、流行病には注意を払う必要がある。自然災害については、グラナダ

県はニカラグアのその他の県と同様に脆弱性が高く、災害があった場合には健康状態が大きく悪化する危険性

がある。過去 3 年間では大規模な被害ではないがハリケーンの影響を受けている。研修を受けた人材のグラナ

ダ県 SILAIS への定着率は高いが、SILAIS 内の人事異動によっても活動の促進に影響があるケースが聞かれた。

物価の上昇は住民の生活に影響を与えており、健康状態にも影響を及ぼすと考えられている。医療サービスの

提供に不可欠な医療材料については十分に確保されていない傾向にあるが、予算の不足から質が悪いものを購

入しているケースもあるため、サービスの提供に影響があるとの意見があった。 

(2) 自立発展性強化を阻害した要因 

新政策の施行前は予算の不足から活動に必要な交通手段や費用が不足し、活動の実施に影響を与えていたが、

新政策の施行後はそれらの活動に必要な予算も施行され、状況は改善されている。 

4－4 結論 

本プロジェクトは終了から 3 年後も活動は概ね持続されており、新政策とのアプローチの一致から発展的な

活動に結びついている。2005 年 2006 年は特にストライキの影響があったが、指標は 2007 年には改善されてい

る。外部要因に対して脆弱であるものの、2007 年になって上位目標は達成されており、さらに活動は促進され

る見通しである。 

4－5 提言 

 プロジェクトを通して供与された機材の管理や保守に問題が見られた。より有効に機材を利用していくた

めには、適切に管理することが望まれる。故障してからの対処については予算や技術的な制約から対応が

難しくなるため、清掃や日常点検等の使用者による予防的維持管理の実施が必要である。 

 実施機関は人事異動によって活動に問題が生じるケースを防ぐために、異動の必要が生じた場合には活動

の継続性や都合に配慮した上で実施することが望まれる。 

 子どもの発育モニタリングなどのデータの記録システムは 2004 年に改定されたが、未だに検診等の回数と

受診者の人数とで混乱があるようだった。実施機関は活動のモニタリングと現状の正確な分析のためにも、

データの記録や集計には注意を払うことが望まれる。 

4－6 教訓 

 機材によっては部品が手に入らないなど、修理が困難なため放置されているものが見られた。機材購入の

際には保守を視野に入れた機材の選定が必要である。 

 効果的なプロジェクトのマネジメントのためにも客観的な指標の設定は必要であり、そのためにはプロジ
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ェクト実施前に管理能力のレベルを測定し事後にレベルの比較を行えるようにするなど、プロジェクトの

貢献度が判断できるような指標と保健指標と組み合わせて使用することが考えられる。 

 


