
評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：フィリピン共和国 案件名：ベンゲット州地域保健システム強化 
プロジェクト 

分野：保健医療／保健システム 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAフィリピン事務所 協力金額（2008年3月末現在）：1億5,875万円 

先方関係機関：保健省（DOH）〔コルディレラ行政

地域保健開発局（CHD-CAR）〕、ベンゲット州政府

〔州保健局（ PHO）〕、同州内 13町〔地方自治体

（LGU）及び町保健所（RHU）、フィリピン健康保

険公社（PHIC） 

日本側協力機関名：高知県保健福祉部、高知市保健

所等（国別研修協力機関） 

協力期間：2006年3月～2011年3月 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 
フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）保健省（Department of Health：DOH）は、

地方分権化以降、保健改革を効果的に施行するため、地方自治体（Local Government Unit：
LGU）の財政強化を最重要課題としている。その背景には、①保健医療予算が州予算全体の3
～5割を占め、LGU財政を圧迫している、②保健医療財源の恒常的不足により薬剤の安定供給

や人材確保が困難である、③LGUの財政事情の格差が保健医療サービス格差につながってい

る、といった問題がある。DOHはまた、2005年からは改革を集中化させた「フォーミュラ・

ワン（FOURmula One）」政策を全国で実施し、重点地域16州でドナー協調により地域保健シ

ステム強化を集中的に実施している（ベンゲット州は、第2フェーズ21州に含まれている）。 
ベンゲット州は、①質の高いサービスを保証するDOHの認証制度（セントロン・シグラと

呼ばれる、保健サービス提供の質の向上をめざす認証制度で、初級と中級がある）の認証

（Sentrong Sigla：SS）（中級）を取っていない町保健所（Rural Health Unit：RHU）が多い、②

遠隔地の地域住民への医療サービスが不十分である、③リファラル・システムが機能していな

い、④巡回指導とモニタリングが効果的でないなど、保健医療サービスの質の問題が存在し、

又、慢性的赤字などガバナンスの問題、各保健行政職員の不明瞭な業務責任など、保健行政の

問題も指摘される。さらに、貧困層の割合がフィリピン全体の平均よりも多く、フィリピン健

康保険公社（Philippine Health Insurance Corporation：PHIC）への加入率が低いうえ、貧困者の加

入金を負担することによるLGUの財政負担が大きい、DOH認証制度とPHICの認証制度を受け

ていないRHUが多く財政基盤が脆弱である、州立病院の運営費負担が大きいため、他の保健

サービスへの財政配分が少ないなど財政上の問題も多い。州の薬品供給ガイドラインの不備と

いった薬品の安定供給を妨げる問題もある。 
 こうしたなかで本プロジェクトは、以上の現状を改善し、LGUの保健医療システム強化を

包括的に実現させることを目標とし、併せて「フォーミュラ・ワン」にかかわるドナーと成

果･教訓を共有し、DOH・コルディレラ行政地域保健開発局（保健省の出先機関）（Center for 
Health Development, Cordillera Administrative Region：CHD-CAR）との連携の下、保健政策全体へ

の貢献を図るべく、2006年から5年間の予定で実施中である。なお、本プロジェクトは、当機

構がシステム科学コンサルタンツ株式会社と業務実施契約を締結し、同社に一括委託して実施



 

されている。 
 
１－２ 協力内容 
（１）上位目標：ベンゲット州の住民の健康改善が図られる。 
 
（２）プロジェクト目標：保健医療サービスを改善できるようベンゲット州の地域保健システ

ムが強化される。 
 
（３）アウトプット 

１）RHUにおいて質の高い保健サービスを提供できる体制が整備される 
２）州の保健行政能力が強化される 
３）州の保健財政が強化される 
４）州の薬品供給システムが強化される 
５）プロジェクトの情報と経験がDOH及びフォーミュラ・ワン加入の他州と共有される 

 
１－３ 投入（2008年11月現在） 

日本側： 
専門家派遣 長期0名 機材供与      約993万5,799ペソ 

 短期7名（61.4人月） ローカルコスト負担 約920万2,082ペソ 
研修員受入 13名（6.0人月） その他  N/A        

相手国側： 
カウンターパート配置 37名 機材購入 N/A 
土地・施設提供 プロジェクト事務所 ローカルコスト負担 交通費、会議費、事務所

（ベンゲット州総合病院内） 通信･光熱費、保健医療施設改善等 
その他 N/A 

２．中間レビュー調査団の概要 

調査者 1. 総括／団長：渡部晃三 JICA人間開発部保健行政・母子保健グループ 
 保健行政課長 
2. 協力企画：鈴木幸枝 JICA人間開発部保健行政・母子保健グループ 
 保健行政課 職員 
3. 評価分析：渡辺鋼市郎 グローバルリンクマネージメント株式会社 研究員 
4. Dr.Nicolas R.Gordo Jr. DOH CHD-CAR 職員 
5. Dr.Janice Z.Bugtong DOH CHD-CAR 職員 

調査期間 2009年1月6～23日 評価種類：中間レビュー 
３．中間レビュー結果の概要 
 本プロジェクトの中間レビューは、本邦からの中間レビュー調査団3名と、DOHの地域事務

所であるCHD-CARの職員2名との合同で実施した。 
 
３－１ 実 績 
各アウトプットの達成度合い 

アウトプット１：RHUにおいて質の高い保健サービスを提供できる体制が整備される。 
プロジェクトにより、SS及びPHIC認証に必要な機材が供与され、医療従事者への技術研



 

修が実施された。認証に必要な機材や研修のうちほとんどの部分が完了し、SS及びPHIC認

証を受けたRHUの数がともに15％増加した。DOHからPHICへの認証責任の移管に遅れがあ

り、認証数が実態を十分に反映していない結果を招いているが、SSに必要な水準を満たし

ているRHUは55％増加している（カウンターパートによる内部査定）。また、リファラルの

マニュアルが作成された。すべての保健施設がリファラル活動を記録し始め、その結果が分

析され、RHUや病院における保健医療サービス効率化に関する議論も始まっている。  
今後の課題は、SS及びPHIC認証を受けるRHUの更なる増加、プロジェクト活動のモニタ

リングとスーパービジョンを通した保健サービスの質の維持確保のためのメカニズムの形成

にある。 
 

アウトプット２：州の保健行政能力が強化される 
状況分析を活用し「実績に基づく計画立案アプローチ」を通して州・自治体間保健ゾーン

（Inter Local Health Zone：ILHZ）中期（5ヵ年）計画と年間計画が作成され、計画作成につ

いて期待されるアウトプットはほぼ達成された。計画作成のプロセスを通してILHZメンバ

ー間のコミュニケーションが活性化し、ILHZ評議会の再編、事務所設置などが行われ、以

前より定期的に、評議会やILHZ技術管理委員会などが行われるなど、ILHZ組織と機能の強

化につながった。保健施設、町、そして州がリソースを共有する目的で「共同保健信託基金

（Common Health Trust Fund：CHTF）」が設立され始めた。結果としてILHZの機能の度合い

を示す指標で進展が見られ、4つすべてのILHZが四半期ごとに会議の議事録を作成し、2008
年末までに合計20の議決が採択された。 

今後の課題は、ILHZシステムの持続性確保のため、1）CHD-CARとの協調下での州保健

局/担当官（Provincial Health Office/Officer：PHO）によるサポーティブスーパービジョン、

2）ILHZの機能の度合いをモニタリングするためのツールの開発、そして3）ILHZシステム

を組織化するうえで解決されるべき法的手続き上の課題に対する支援にある。 
 

アウトプット３：州の保健財政が強化される 
維持管理経費（Maintenance, Operation and Other Expenses：MOOE）、ユーザーフィー、健康

保険収入のそれぞれにおいて、保健予算が増加した。記録管理研修を通じてRHUでユーザ

ーフィー収入額が記録されるようになり、これによりRHU職員の多くが予算交渉の必要性

を以前よりも認識するようになり、実際に予算獲得への働きかけを始めているRHUもあっ

た。健康保険加入世帯数は任意加入及びLGU支援（貧困者向け）加入のそれぞれで増加

し、後者における加入者増が「資本金増強資金」という形で保健施設収入に貢献した。

PHICとの広報アドボカシー研修は効果的で、プロジェクト活動が加入者増に一部貢献して

いた。 
今後の課題は、1）定期的モニタリングによるユーザーフィー記録管理の維持継続、2）ユ

ーザーフィー収入情報を活用した保健予算配分増の交渉・正当化の促進、3）PHICの新規加

入者拡大と更新への支援を継続することなど、である。 
 

アウトプット４：州の薬品供給システムが強化される 
薬剤の在庫記録（出入庫、在庫切れ日数）方法が普及している。新しい記録様式や方法は

RHUにおおむね受け入れられ、ほぼすべてのRHUが活用し始めていた。在庫切れの早期警

告や薬剤在庫管理に対する責任感の向上などの変化がRHUで見られた。薬剤購入は町の



 

LGUが行うため購入量と在庫量を連関させるには至っていないが、薬剤収入を何らかの形

で「留保」することができるRHUでは、補助的な薬剤購入を実践し始めているところがあ

った。 
今後の課題として、1）在庫記録を活用した薬剤購入予算の確保への働きかけ、2）在庫記

録に基づく購入計画の作成、3）PHOによる薬剤管理のモニタリング、などである。 
 

アウトプット５：プロジェクトの情報と経験がDOH及びフォーミュラ・ワン加入の他州と

共有される 
JICA専門家とPHOはフォーミュラ・ワンの会議に出席してプロジェクトの成果や教訓を

共有した。また、プロジェクトのホームページが作成され、ニュースレターも定期的に発行

された。保健省の職員であるが、PHOなどに派遣されている保健省担当官（Department of 
Health Representative：DOH-REP）は地域会議やワークショップのときにプロジェクトに参

加した経験を他州と共有した。さらに、いくつかの新聞記事にプロジェクトに関連した内容

が取り上げられた。また、CHD-CARの働きかけもあり、ベンゲット州の「グッド・プラク

ティス」がコルディレラ地域で毎年開催される保健意思決定者フォーラムで域内の他州に紹

介された。 
今後の課題として、1）他州からのスタディーツアー受入れの実施（2009年度に計画）、

2）フォーミュラ・ワン会議への継続的な参加、そして3）ホームページ更新とニュースレタ

ー配布先の拡大、などがあげられる。 
 

プロジェクト目標の達成見込み 
プロジェクト目標：保健医療サービスを改善できるようベンゲット州の地域保健システム

が強化される。 
プロジェクト目標に対する指標の2005～2008年の変化から、プロジェクト前半における全

体的な進捗状況が見て取れる。具体的には、SS及びPHIC認証を受けたRHU数が増加し（サ

ービス提供システム整備）、状況分析や実績に基づく州及びILHZの中期（5ヵ年）計画及び

年間計画が立案され（ガバナンス強化）、ユーザーフィー収入、LGUによるMOOE保健予算

配分の確保、保険加入者拡大、などを通して保健予算が増額し（保健財政強化）、薬剤在庫

切れを示す記録管理を行っている医療施設の数が増加した（薬剤供給強化）。この指標は、

サービス提供、ガバナンス、保健財政、薬剤供給のそれぞれに対応するもので、これはフォ

ーミュラ・ワンの枠組みにおける4本柱に相当する。 
上述したような個々の指標を別々に見るだけでなく、4つのアウトプット、すなわち保健

システム構成要素間に相乗効果が発現し始めている事例がいくつか観察された。これらは全

体として機能的なシステムの強化に向かって進捗していることを示している。 

 

３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

プロジェクトはフィリピンの国家・州の政策との整合性、日本の支援政策及び戦略との

整合性、そしてターゲット・グループのニーズとの合致の各観点から妥当性が高いといえ

る。また、プロジェクトのデザインも保健システム強化にとって妥当なものと評価され

る。 
DOH国家保健政策「フォーミュラ・ワン」は保健サービス提供、ガバナンス能力強



 

化、保健財政能力強化、基礎的ガイドライン整備の4項目を柱とした州保健システム強化

をめざすものであり、プロジェクトはこれに整合する。日本の対フィリピン国別援助プロ

グラム（Japan’s Country Assistance Program for the Philippines：CAP）及び国別援助戦略

（Japanese Country Assistance Strategy：CAS）では、地域保健システム強化が保健分野の

重点課題とされている。プロジェクトのターゲット・グループである地域、州、町の各レ

ベルの保健医療従事者や行政職員は、プロジェクトの投入や活動を通して得た知識や技能

が日々の業務を遂行するうえで役立つものであると感じており、ターゲット・グループの

ニーズに合致していることを示している。 
 

（２）有効性 
プロジェクト目標である地域保健システム強化の達成度を保健サービスの質の面から測

るには時期尚早といえるものの、地域保健システム強化の達成に向けた進展が確認され

た。プロジェクト目標の指標に対する正の変化として、保健システムの構成要素である

「保健サービスデリバリー」「ガバナンス」「保健財政」「薬剤供給」のそれぞれにおいて

成果が確認された。より具体的には①SS及びPHIC認証を受けたRHUの増加、②州保健投

資計画（Province-wide Investment Plan for Health：PIPH）の完成、③保健総予算額の増

加、④薬剤供給システムの改善などにつながった。これに加え、地域保健システム強化の

兆候として、各構成要素間に相乗効果の発現事例も見られた。  
今後は、PHO主導による①計画的で焦点を明確にしたモニタリング、②結果分析とフィ

ードバック、③文書化、などを通したモニタリングやスーパービジョン機能の強化を図る

ことで、システム強化を更に増幅させることが期待される。また、PIPHの実施やILHZシ
ステム整備などガバナンス強化に対するより一層の注力が求められる。さらに、医薬品購

入や予算配分などに関し、政府による様々な手続きや規制に対する精査、必要に応じた介

入、そして地方政府への働きかけも有効性確保への重要な要素となる。 
 

（３）効率性 
ほとんどの投入はアウトプットを産出するために有効利用され、プロジェクトの効率性

の高さを示していた。供与機材や研修は保健施設認証に結びつき、スタディーツアーや本

邦研修は地域保健システムについてヒントを与えた。PHICへの加入者拡大を支援するこ

とで、その一部が資本金増強資金という形で保健施設に還元され、財政強化の一助となっ

た。技術委員会（Technical Working Group：TWG）（年4回）や調整委員会（Executive 
Committee：EC）（年2回）の頻度も適切であり、専門家とカウンターパート、関係者とが

良好な関係を維持して、プロジェクトを円滑かつ効率的に進めることに寄与した。プロジ

ェクトは技術研修モジュールを使い、医療施設内のスペースをILHZ事務所や会議、研修

などへ活用するなど、既存リソースを有効活用した。 
 

（４）インパクト 
（縦方向への広がり）プロジェクト上位目標は「ベンゲット州の住民の健康改善が図ら

れる」であり、これはDOHフォーミュラ・ワン政策のゴールでもある。上位目標達成の

ためには、システムの実施、モニタリング、評価、修正のプロセスを、更に時間をかけて

発展させるだけでなく、母子保健（Maternal and Child Health：MCH）、予防接種、感染症

対策などいわゆる垂直的支援プログラムの継続が不可欠となる。しかしながら、こうした



 

垂直的支援プログラムはプロジェクト範囲外になり、上位目標を達成するうえでの重要な

外部条件のひとつとして扱われる。PIPHに対する資金投入の遅滞への懸念もあることか

ら、外部条件を注意深くモニタリングする必要がある。 
（横方向への広がり）DOH CHD-CARは、独自の情報伝達経路を通してプロジェクト経

験を他州に共有するうえで重要な役割を果たし、また他州からのスタディーツアー受入れ

にも積極的な姿勢を示している。また、ベンゲット州における経験は、DOH CHD-CARを

通じて、コルディレラ地域内の他州の関心もひきつつある。このように「横への広がり」

の可能性は高いといえるが、ツアー受入れのために州側が今後より積極的な役割を果たす

ことが求められる。 
 

（５）自立発展性 
現段階において自立発展性の有無を議論するには時期尚早であるものの、州保健システ

ム強化が継続的に維持されるためのいくつかのプラスの要因が観察された。 
プロジェクトは、地方政府組織の枠組みに沿って、カウンターパートや関係者のオーナ

ーシップ醸成に注力している。一方で、LGUは保健セクターを支援し、プロジェクトが

州知事の強力なサポートを得ている点などは、組織面から保健システムを持続させるプラ

ス要因である。また、プロジェクト支援の大部分が、保健医療従事者や管理者の日常業務

に必要な基礎的な技術・管理技能や知識の改善に注力し、これらの技能の実践には追加的

リソースを必要とせず、その有用性や効果は受入れやすいものとして研修参加者に評価さ

れるなど、技術面でも保健システムを持続させる要因となっている。さらに、プロジェク

トが保健財政強化を内包し、全体として保健予算が増加傾向にある点、そしてPIPH実施

に対する大きな資金支援が今後期待される点などが、財政面での自立発展性プラス要因と

して特記される。 
一方、いくつか不確定要因も散見される。プロジェクト活動はこれまでのTWGによる

現状分析や計画作成が中心だったが、今後はその実施段階において、PHOがより主体的に

リーダーシップを発揮していく必要があり、PHOの能力強化が課題となる。また、ILHZ
を制度化、組織化するためのメカニズムも持続性の不確定要因として指摘される。さら

に、一般的に保健システムが政治的リーダーの意思に大きく左右される状況を鑑みると、

政治的リーダーシップの変更が自立発展性に与える影響にも配慮する必要が生じる。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

プロジェクトの効果発現に貢献した主な要因として、フォーミュラ・ワン政策と調和・整合

していること、州知事の強い支援とLGUの積極的な参加が得られたこと、プロジェクトがボ

トムアップ型アプローチや基礎的な能力強化に注力していること、JICAや他プロジェクトに

よる下地があったこと、そしてILHZモデルとなる地域をスタディーツアーで訪問できたこと

などが指摘できる。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクトのパフォーマンスを限定した要因として、すべての地方政府代表による支援と

より強力な政治的意思が必要であること、LGUによる薬剤購入手続きが煩雑であること、SS
とPHIC認証の調和が不足していること、ILHZシステムの持続性を担保するための法的拘束

力、CHTFに関する会計アカウンタビリティーなどといったメカニズムが十分備わっていない



 

こと、計画作成ガイドラインや様式が頻繁に変更されたこと、そしていくつかの病院の利用率

が低いこと、などがあげられる。 
また、今後阻害要因となり得る懸念事項について、2010年の選挙に伴う地方政治リーダーの

変更やPIPH実施に必要な資金の拠出についての動向などが考えられるため、プロジェクトへ

の影響度合いを注視して適宜対応していく必要性がある。 
 
３－５ 結 論 

プロジェクトを通してベンゲット州の保健サービスの質の向上に向けた保健システムが強化

された。その活動はシステムの末端に近いところに位置する町レベルのLGUを当初の対象と

し、特に最も基礎的な技能のいくつかに焦点をあて、そのことで保健職員の日常業務がより効

果的、効率的に遂行できるようになった。また、実績に基づき計画を策定し、下から積み上げ

るという基礎的な作業を繰り返した。こうしたいわゆる下地づくりの結果、完成したPIPHは

他州と比較して質が高いとDOHから評価された。そして、保健サービスデリバリー、ガバナ

ンス、保健財政、薬剤供給の各システムの改善を示す事象が確認され、それらの相乗効果の発

現の一例としてILHZ連携メカニズムの強化も行われ始めた。すなわち、保健システム強化の

基盤づくりが行われたということができる。 
計画化されたモニタリングや、これまでに実施された活動への適切なフォローアップが発展

的に継続されれば、発現し始めたシステムの変化が更に増幅され、持続的なILHZ連携メカニ

ズムへと発展することが期待される。結果として保健サービスの質の向上が促進され、ひいて

はPIPHに沿った事業も効果的に実施されると思われる。プロジェクトにとっての課題は、い

つどのように保健システムの望ましいパフォーマンスが発現したのかを知ることであり、どの

ようにそれを測定するかであろう。保健システムの機能の定義は時間とともに変化し、また場

所によっても異なる。本プロジェクトは、実施プロセスから経験を学びとり、プロジェクト終

了時の望ましい保健システム構築に向けて、関係者間の連帯感を維持継続することが期待され

る。 
 
３－６ 提 言 

以上の結果を踏まえ、中間レビュー調査団は以下の提言を行った。 
 
（１）プロジェクトの実施者、関係者はJICA専門家が今後少しずつ撤退することを念頭に置

いた「出口戦略」を練る。カウンターパート、特にPHO、そして関係者の間でプロジェク

トの成果や活動を維持するための役割・責任について明確にする。 
（２）プロジェクト実施者は地方政府の首長や立法機関を対象に、ILHZや保健財政といった

主要課題に関するアドボカシー・ワークショップを開催する。その際にILHZ評議会やEC
などの場を活用する。 

（３）プロジェクト実施者は、技術研修未受講の村落助産師（Rural Health Midwife：RHM）を

対象に小児疾患の包括的管理（Integrated Management of Childhood Illness：IMCI）などの研

修を引き続き実施する一方、これまでプロジェクトが導入してきたニーズ・アセスメン

ト、計画、実施、モニタリング評価といった「研修サイクル管理」を更に発展維持させ

る。 
（４）PHOは、JICA専門家やCHD-CARと連携して「計画化した」モニタリングやスーパービ

ジョンのメカニズムを形成する。実施方法はフォローアップ研修や合同モニタリングなど



 

が考えられ、結果分析とフィードバックをセットで行うことが必要となる。内容は保健指

標・保健サービス指標に関するもの、PIPHの進捗状況、そしてILHZ活動の3つがあり、フ

ィールド保健サービス情報システム（Field Health Service Information System：FHSIS）や

LGUスコアカードなど既存ツールの活用を検討する。  
（５）プロジェクト実施者は、リファラル記録を活用してリファラルのプロセスやメカニズム

を更に見直し、地域病院の適切な役割を吟味する。 
（６）プロジェクト実施者と関係者はILHZの自立発展性を確保するうえで以下の3点に留意す

る。 
• CHTFの資金管理能力向上：PHOはCHD-CARと連携してILHZに対して実績に基づいた

CHTF活用計画の作成とその実施のモニタリングなどをサポートする。その際、ILHZシ
ステム自体の｢機能度合い｣をモニタリングするためのスキルやメカニズムを開発する。

• ILHZの制度化：ILHZ評議会はILHZを制度化するための法的、手続き上の課題を解決す

る。主要課題として、資金の受託者、署名の有効期限、分担金の公正な配分、などが含

まれる。 
• 成果の文書化：プロジェクト実施者は共同活動によって発現した成果や成功事例を

ILHZによる活動と個別に対応した場合との比較も交えて文書化する。 
（７）プロジェクト実施者はユーザーフィー（利用者負担医療費）を保健施設に「留保」す

る、または用途を指定して公庫に収める方法の実現の可能性について吟味する。 
（８）RHUは薬剤の在庫記録を活用し、薬剤購入予算の確保に向けた働きかけを行うこと、

そして在庫記録に基づいた購入計画を策定することを継続する。一方、プロジェクト実施

者は、いくつかのRHUで実行されている薬剤購入の｢グッド・プラクィス｣を他のRHUに

広げることの可能性を吟味する。 
（９）PHOとCHD-CARは他州からのスタディーツアーを2010年までに受け入れ、中央でのワ

ークショップを2011年までに行い、フォーミュラ・ワン関係者にプロジェクトの経験を共

有する。それらを効果的に実施するための準備として成果の文書化を進める。 
（10）プロジェクト実施者はニュースレターやその他関連文書を、フォーミュラ・ワン（4本

柱）の枠に沿った形で体裁を整え、また内容に活動実績のみならず相乗効果も盛り込むな

ど更なる工夫を施す。また配布先を州内だけでなく地域内他州や中央DOHにも広げ、ニ

ュースレターの用紙の耐久性を向上させるために適切な材質を使用することも検討する。

 




