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終了時評価調査結果要約表＜和文＞ 
1．案件の概要 

国名：大洋州地域 13 ヵ国（フィジー諸島共和

国、クック諸島、キリバス共和国、マーシャル

諸島共和国、ミクロネシア連邦、ナウル共和

国、ニウエ、パラオ共和国、サモア独立国、ソ

ロモン諸島、トンガ王国、ツバル、バヌアツ共

和国） 

案件名：大洋州地域予防接種事業強化プロジ

ェクト 

分野：母子保健分野 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部 母子保健課 協力金額（評価時点）：約 6 億 5,000 万円 

先方関係機関：対象国 13 ヵ国の保健省 

国内協力機関：国立大学法人長崎大学 

協力期間 
 

2005 年 2 月 15 日～2010 年 2 月 14 日

（R/D 2005 年 2 月 15 日署名） 

他の関連協力： 
無償資金協力「フィジー新医薬品供給センタ

ー建設計画」（1982～1984 年）、感染症対策特

別機材供与「大洋州地域感染症対策特別機材

（フィラリア）」（2000～2010 年）、ボランテ

ィア事業 
1-1 協力の背景と概要 

大洋州地域では、世界保健機関（World Health Organization：WHO）／WHO 西太平洋事務

局（Western Pacific Regional Office of WHO：WPRO）の技術支援の下、1977 年から母子保健

の向上を目的とした拡大予防接種計画（Expanded Programme on Immunization：EPI）を実施し

てきた。特にポリオの根絶活動を推進した結果、2000 年には大洋州地域においてポリオ根絶が

宣言された。2003 年に WPRO は、ポリオに続く重点疾病対策として麻疹と B 型肝炎をあげて

いる。大洋州地域では、三種混合ワクチン（ジフテリア、破傷風、百日咳）（Diphtheria, 
Tetanus, Pertussis vaccine：DTP）、ポリオワクチンの予防接種率は、1995 年以降 80％以上の水

準に達している。他方、予防接種率の更なる向上を図るうえで、ワクチンロジスティクス（ワ

クチンの必要量の算出、適切な時期のワクチンの調達、適切な温度下でのワクチンの管理）及

びコールドチェーン維持管理の脆弱さが指摘されていたほか、使用済み注射針・注射器の安全

廃棄など医療廃棄物処理も新たな課題となってきている。 
このような課題に対し、2004 年 3 月、ニュージーランドオークランドで開催された WHO/国

際連合児童基金（United Nations Children’s Fund：UNICEF）合同ワークショップにおいて、大

洋州地域各国政府、WHO、UNICEF、オーストラリア、ニュージーランド、米国、日本をはじ

めとする国際機関及び二国間援助機関が、前述した課題の解決に向けて、予防接種プログラム

を活性化するための「大洋州地域予防接種強化プログラム（Pacific Immunization Programme 
Strengthening：PIPS）」を共同宣言した。これを受け、JICA は PIPS の枠組みの下で、大洋州地

域 13 ヵ国を対象として、「ワクチン管理」「コールドチェーン管理」「安全予防接種」に関する

地域研修の実施、13 ヵ国・地域の EPI 政策・計画向上のための支援、EPI 活動従事者の育成を

通じた協力を実施することとなり、技術協力プロジェクトが開始された。 
 
1-2 協力内容 

（1）上位目標 
高い予防接種率の持続により、プロジェクトの対象各国において予防接種対象疾病が公

衆衛生上の重要課題ではなくなる。 
 
（2）プロジェクト目標 

EPI 事業のうち、特にコールドチェーン維持管理、ワクチンロジスティクス、安全な予
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防接種と EPI 関連廃棄物処理に関して、「PIPS」の理念の下、すべての国・地域が EPI プ

ログラムを独自に運営できる能力をもつようになる。 
 
（3）成 果 

1） 各国・地域の保健省（Ministry of Health：MOH）の EPI プログラムの計画・モニタ

リング能力が向上する。 
2） ワクチン、コールドチェーン、安全注射に関する太平洋地域トレーニングプログラ

ムを組織化し、機能させる。 
3） 各国・地域におけるワクチンの需要予測能力、ワクチン管理能力、コールドチェー

ン維持管理システムが改善される。 
4） 各国・地域における安全注射、医療廃棄物処理の管理能力が改善される。 
5） 各国・地域における EPI アウトリーチ活動が改善される。 

 
（4）投入（評価時点） 

1） 日本側 
専門家   ：計 158.5 人／月 
機材供与  ：9,632 万円（ワクチン保存用冷蔵庫、ワクチン、医療廃棄物用焼却

炉、車両） 
現地活動費 ：8,840 万円 

2） 相手国側 
〔フィジー諸島共和国（以下、「フィジー」と記す〕 

C/P 人員の配置：6 名 
プロジェクト事務所の提供、国内研修費用の一部 

（その他 12 ヵ国） 
C/P 人員の配置：1 国当たり平均 4.7 名（範囲 2～13 名） 
国内研修費用の全部若しくは一部 

2．評価調査団の概要 

名前 所属・役職 
杉下 智彦（団長/総括） JICA 国際協力専門員 保健分野課題アドバイザー 
佐藤 芳邦（EPI） WHO/WPRO 医務官 
渡邉 志津（調査計画） JICA 人間開発部 母子保健課 ジュニア専門員 

鶴田 浩史（評価分析 1） ビンコーインターナショナル株式会社・主任コンサル

タント 

調査者 

佐藤 純子（評価分析 2） 株式会社タック・インターナショナル 主任研究員 
調査期間 2009 年 6 月 29 日～7 月 21 日 評価種類：終了時評価 
3．評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標の達成状況は、次の 5 つの指標｢プロジェクト終了までに、①すべて

の国が予防接種中期計画を策定する、②すべての国及び地域が、ワクチン廃棄率を正確に

報告かつ活用する、③すべての国及び地域が、コールドチェーン機材の整備リスト作成シ

ステムを有し、毎年、最新化される、④すべての国及び地域において、予防接種をスケジ

ュールどおり終えた乳幼児の割合が 80％以上となる、⑤すべての国及び地域において、麻

疹ワクチンの 2 回接種の接種率が 95％以上となる｣をもって判断された。 
プロジェクト目標の指標をすべて達成した国は 3 ヵ国、4 つの指標を達成した国は 5 ヵ

国であった。達成度合いに差はあるものの、対象 13 ヵ国すべてにおいて、おおむね数値

目標が達成され、予防接種プログラムの管理能力が向上したことが確認された。特に、指

標③については、すべての国で達成されている。これらの数値は、WHO/UNICEF の合同
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報告書等のデータによって裏づけられている。プロジェクト目標の達成度合いに各国で差

がみられた要因としては、地理的条件、政府のコミットメントの強さ、文化や歴史の違い

などが考えられるが、PIPS という協調枠組みを通して継続的な努力が行われたことによ

り、当初の予想を上回る良好な結果が得られたと考えられる。 
 

（2）成果の達成状況 
1） 成果 1 

成果 1 は達成されつつある。成果 1 に係る 2 つの指標「①すべての対象国が麻疹制圧

と B 型肝炎対策を含むキャンペーン事業と独自予算・管理下での定期予防接種活動に係

る国家 EPI 活動計画を策定する」「②すべての対象国がワクチン管理、コールドチェー

ン維持管理、安全注射及び医療廃棄物処理に関する予防接種政策を策定する」を達成し

た対象国の割合は、2004 年の 23.1％から終了時評価調査実施現在で 69.2％まで増加し

た（指標①のみの達成は 92.3％、②のみの達成は 76.9％）。したがって、大洋州地域で

は、過去 5 年間で予防接種活動に係る政策基盤の構築が進められてきたと考えられる。

2） 成果 2 
成果 2 は達成されつつある。9 ヵ国が、成果 2 に係る指標「2010 年までに、対象地域

の EPI 対策官とコールドチェーン担当官が関連分野での専門研修を受講する」を達成し

ており、これまで、延べ 83 名の EPI 看護師、及び 54 名のコールドチェーン機材技術者

が地域研修に参加した。研修参加者の選考は、EPI や看護分野における指導的・教育的

立場にいる保健・医療従事者のなかからきめ細かく配慮された選考基準によって選定さ

れいた。研修後、地域研修で得た知識や能力によって EPI 関連部局の組織強化につなが

ってきた例や、研修参加者による独自の国内伝達研修が行われた例など、自立発展につ

ながる波及効果も認められた。 
3） 成果 3 

成果 3 は達成されつつある。成果 3 に係る指標「2010 年までに、ワクチン在庫ゼロを

経験したことのある州・県が減少し、なくなる（2010 年までに、すべての国においてワ

クチンが間断なく供給される）」の達成率は、2004 年（事前評価時点）の 30.8％から、

69.2％であり、プロジェクト期間を通して、ワクチン供給の中断を経験した国の数が大

幅に減少したことを示す。すなわち、大洋州地域におけるワクチンロジスティクスが

徐々に改善されてきている証左だと考えられる。特に、コールドチェーンの整備は、

PIPS パートナーや対象国の間で、その成果が広く認められ、高い評価を受けていたこと

は特筆される。 
4） 成果 4 

成果 4 は達成されつつある。成果 4 に係る指標は、多くの国で改善がみられ、特に指

標「2010 年までに、すべての国が EPI に AD 注射器（Auto-disable Syringes）を使用す

る」については、プロジェクト開始時わずか 6 ヵ国が AD 注射器を使用していたのに対

し、現状では 12 ヵ国で普及している。 
5） 成果 5 

成果 5 は達成されつつある。例えば、指標「2010 年までに、すべての国において予防

接種（DTP1-DTP3）の中断率が 10％以下へと減少する」に関して、プロジェクト当

初、61.5％の対象国のみが指標を達成していたが、現在では 92.3％とサモア独立国（以

下、「サモア」と記す）を除く全対象国で、予防接種の中断率（DTP1-1DTP3）が 10％
以下へと減少している。予防接種 DTP1 と DTP3 の中断率は、予防接種スケジュールを

開始したが、完了しなかった人の割合を示す指標である。すなわち、DTP1 の数値が予

防接種サービスへのアクセスの割合を図るのに対して、中断率は、予防接種サービスの

活用具合を示す指標といえる。したがって、この結果はサモアを除くすべての国で、ア

ウトリーチを含む予防接種サービスの質は改善されてきたことを示している。 
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3-2 評価結果の要約 

（1）妥当性 
「大洋州地域予防接種事業強化プロジェクト（Japanese support to Pacific Immunization 

Programme Strengthening：J-PIPS）」の妥当性は、以下の観点から高かったといえる。 
 プロジェクトは、PIPS の枠組みにより開始され、実施された。プロジェクトの開始に

あたっては、すべての PIPS メンバー国・パートナーが、共通ビジョン実現のため、プ

ロジェクトに対し必要な支援を行うことを約束している。 
 プロジェクトは、「沖縄感染症対策イニシアティブ」（2000 年）、「保健と開発に関する

イニシアティブ」（2005 年）等の日本の対外援助政策とも整合性がある。G8 北海道洞

爺湖サミットにおいても、日本は保健システムの強化及び母子保健の推進に向けたコ

ミットメントと協力を一層拡充することを表明した。さらに、太平洋島嶼国（Pacific 
Island Countries：PICs）という観点では、2009 年に日本と大平洋諸島フォーラム

（Pacific Islands Forum：PIF）において、「人間の安全保障」の理念に基づき、保健へ

のアクセスの確保を促進するためのキャパシティ・ディベロップメントの重要性が強

調されている。 
 プロジェクト対象国においては、ワクチン接種による予防可能な疾病の発生率・罹患

率は改善傾向にあるものの、最近の H1N1 の発生等にみられる新興感染症の脅威、新

ワクチン導入に伴う EPI マネージメントのキャパシティ強化等、EPI 事業における新

たなニーズも生じており、国を越えた早急な対策が求められている。 
 プロジェクトは長崎大学に業務委託されて実施された。同大学は熱帯医学・公衆衛生

分野において、長年にわたる国際協力の実績があり、人材育成においても十分な経験

を有する機関として、国際的にも高く認知されている。対象分野における高等教育機

関による業務実施の優れた点が生かされた。 
 
（2）有効性 

プロジェクトの有効性はある程度高い。すべての指標を達成した国は少なく、指標 5
「麻疹ワクチンの 2 回接種の接種率が 95％以上となる」に関しては、達成している国が特

に少ない。しかし、麻疹ワクチン 2 回接種が導入されていない、あるいは導入されて間も

ない国もあることから、95％の接種率達成には時間を要すると考えられる。総合的にみる

と、5 つの成果すべてが「達成されつつある」状況であることから、プロジェクトが目標

に掲げるところの「EPI プログラムの独自運営」につながる同プログラムの管理能力向上

が認められるといえる。 
プロジェクト目標達成に貢献した要因としては、JICA ボランティア事業のほか、他の事

業スキームと補完してきたことや、開発協調を基調にした国際的連携により、PIPS メカニ

ズムを最大限に利用したことがあげられる。 
 
（3）効率性 

達成されたアウトプットからみて、投入は効率的に行われた。 
 プロジェクトの活動は総じて計画どおりに実行された。機材供与、地域研修、専門家

による直接指導等、過不足ない投入により、EPI スタッフのワクチン管理、コールド

チェーン維持管理に対するキャパシティが強化されるなど、アウトプット達成に結び

ついた。加えて、きめ細かい研修により、スタッフ個人のスキルの向上のみならず、

組織のキャパシティ・ディベロップメントにつながり、仕組みを担保するシステム基

盤が整備されたことも確認された。 
 投入の質と量に関しては、日本政府や NGO などの他のスキームによる投入を活用す

ることにより、投入の効率性を最大限に高めることができた。具体的には、プロジェ

クト対象国の一部に対する JICA の医療特別機材供与や、2004 年の無償資金協力によ

り整備されたフィジー医薬品供給センター（Fiji Pharmaceutical Service：FPS）、日本

の国際ロータリークラブによるワクチン及び注射器、焼却炉、コールドチェーン資機

材の供与、バヌアツ共和国（以下、「バヌアツ」と記す）における草の根無償資金協力
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による医療焼却炉の供与等々、プロジェクトが PIPS メカニズムの下、これら既存のリ

ソースと効率的な連携を図ってきたことは特筆される。 
 
（4）インパクト 

上位目標の達成見込みは高いと推測される。上位目標である「すべての子どもがスケジ

ュールどおりに有効なワクチン接種を受ける」は、EPI 対象ワクチンの接種率 80％以上と

いった指標でその達成が測られるが、終了時評価時点では、対象国のうち、10 ヵ国で既に

プロジェクト指標④「プロジェクト終了までにすべての国及び地域において、予防接種を

スケジュールどおり終えた乳幼児の割合が 80％以上となる」を達成している（プロジェク

ト開始時は 6 ヵ国が達成）。加えて、WHO/UNICEF 合同報告書によると、DTP1 接種率、

DTP1-DTP3 中断率ともに一定の発展がうかがえることなどから、2015 年までに上位目標

を達成する見込みは高いと推測される。 
また、プロジェクト実施により、以下のような正の波及効果が認められた。 
 コールドチェーンの整備により、ほとんどの対象国において予防接種率が改善した。

コールドチェーンの普及が廃棄ワクチンの減少、ひいては接種率の改善へとつながる

という、EPI 活動の強化が、保健システム全般の改善に寄与しているということを認

識することができた。 
 プロジェクト活動の経過とともに、EPI 及びコールドチェーンを専門に担当する中

央・県レベルの職員の役割が明確になり、重要性が認識されるようになった。その結

果、2009 年 5 月までに対象国 11 ヵ国で専属担当者が配置され、その総数は増加して

いる。 
 PIPS メカニズムの下で広域研修の利点が実証され、高く評価・認知されたことによ

り、プロジェクト対象国以外にも参加の意識が高まってきた。第 2 回地域研修以降、

プロジェクト対象国以外では、アメリカンサモア、トケラウ、パプアニューギニアか

らの参加者があった。 
 
（5）自立発展性 

自立発展性については、一部課題は残るものの、徐々に確立されてきている。 
【政策・制度面】 

 プロジェクトは自立発展に向けた政策の強化に寄与してきた。具体的には、プロジ

ェクトの実施により、多くの対象国において、中期計画の策定に加え、ワクチン管

理、コールドチェーン維持管理、安全注射、廃棄物処理等について明記した予防接

種政策の策定が強化された。 
 （4）インパクトで述べたとおり、専属担当官が中央・県レベルで配置された。それ

により、担当者を中心に国・県レベルで EPI 事業を推進していくことが期待される

うえ、これら担当者のなかには、プロジェクトが実施する研修に参加した者も多

く、研修成果の定着と他への伝達も期待できる。 
【組織・財政面】 

 PIPS のメンバー国、PIPS パートナーとも、財源をいかに確保していくかは大きな課

題である。一部の国においては、既に研修費用の負担に取り組んではいるものの、

限られた予算のなかで研修費用を負担するのは難しいとする国も多い。したがっ

て、PIPS のメンバー国、PIPS パートナー双方が一体となって、この課題に取り組

む必要がある。 
【技術面】 

 EPI マネージメントについてはその技術が日々進歩しており、これまではプロジェ

クト専門家が中心となってその技術の共有に努めてきた。プロジェクト終了後、ど

のように技術の最新化を担保していくのか、具体的な対応策が必要である。 
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3-3 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
プロジェクトのデザインは、効果及び効率を向上させるために次のような工夫が盛り込

まれていた。まず、①プロジェクトは、PIPS の枠組みに組み込まれたプロジェクトであ

り、これにより、他の PIPS のメンバー諸国やパートナーとの協働メカニズムを有効活用

し、相乗効果が得られた。また、②プロジェクトは、複数国にまたがる効率的なキャパシ

ティ・ディベロップメントを図るために、地域研修を中心とするカスケードアプローチを

とり、更に、地域研修等を通して、地域間での経験共有の場や連携構築の機会の場を提供

し、地域の活性化を促した。③コールドチェーン機材の供与とそれら機材の維持管理に関

する研修の提供を兼合わせたことはプロジェクトの特徴のひとつであり、供与機材の有効

活用を促進した。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
先述のとおり、プロジェクトは他のスキームとの相乗効果を生んできた。バヌアツで

は、MOH EPI 担当部署に配属された JICA シニアボランティアがプロジェクトで実施した

技術移転を現場でフォローするという活動を通じて、現場での技術定着に貢献してきた。

また JICA ミクロネシア支所では、2009 年 9 月よりコールドチェーン維持管理に係るシニ

アボランティアの受入れを予定しており、プロジェクトの成果を自立発展させることが期

待されている。これは JICA ミクロネシア支所が専門家との緊密な関係を築くことによ

り、プロジェクトに対する積極的な支援と強いコミットメントを示したことが発端となっ

て進展したといえる。 
 
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 
実施や効果の発現にあたる前提条件でもあるが、対象国数が多いこと、対象地域の面積

が広大であること、対象国数・面積に対して長期専門家数が少ないこと、対象国の多くは

多数の島であること、各国の社会的・歴史的な背景、人口規模などが、プロジェクトの開

始当初より阻害要因として存在した。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
プロジェクトの活動は、おおむね計画どおりに実施されたが、その一部は必ずしも計画

どおりには進んでこなかった。プロジェクトの実施期間のなかでは、ソロモン諸島（以

下、｢ソロモン｣と記す）で発生した地震津波（2007 年）やフィジーでの洪水災害（2009
年）等の自然災害の発生のために、活動・投入の計画的な実施や対象国への活動経費の自

己負担の要請が困難な時期があった。 
また、プロジェクト期間を通し、活動経費のフィジー国外への持ち出しに係る問題が活

動に影響を及ぼした。例えば、フィジーでも他国同様に、フィジードルの国外持ち出し制

限額が設定されており、対象国における活動の内容によっては、制限額を上回る資金が必

要となることもあり、フィジー以外での活動の実施促進が困難となった。 
さらには、プロジェクトの地域研修や国内研修を通して関与した保健医療人材の他国や

民間セクター等への流出も顕在化してきている。これらは、各国の指標達成度の相違にも

影響を及ぼしていると考えられる。 
 
3-5 結 論 

プロジェクトは、2010 年 2 月に実施終了となる予定である。5 年間の協力期間においてこれ

まで、プロジェクトは、PIPS の枠組みを最大限に生かしながら、対象国における予防接種事業

の強化に貢献し、自らの予防接種事業の運営にかかわるキャパシティを向上させてきた。13 ヵ

国の進捗には程度の差があるが、おおむね成果は達成されており、今後は PIPS のメカニズム

の下で各国及びパートナーの継続的なコミットメントによって発展していくことが期待され

る。プロジェクトがもたらしたインパクトは、これまで大洋州地域において新しい連帯や価値
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観の創造の萌芽として、地域の母子保健事業にみならず包括的な保健システム強化に向け、今

後も継続的に発展していくものと考えられる。 
 
 
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） 

【プロジェクトに対する提言】 
・今後、各国が主体的に予防接種プログラムを実施・継続できるよう、これまでの技術支

援の経験を反映した国別の出口戦略を策定する必要がある。特に、プロジェクト指標の

達成度が低く、国際機関などからも保健システム全般の脆弱性が指摘されている、バヌ

アツ、ソロモンにおいては、研修事業を中心とするプロジェクト支援を集中して投入す

ることも検討する必要がある。 
・プロジェクト活動で培ってきた地域的な技術支援体制を継続するためには、フィジー

MOH が同地域の中心的な役割を担うことが重要である。特に、プロジェクト終了時ま

での活動を通して、フィジーMOH における EPI マネージメントの強化、特に研修事業

の事務機能を含んだ組織能力強化に注力する必要がある。 
・プロジェクトの成果を維持・発展させるために、政策決定者や政府高官への積極的な働

きかけによって、EPI 事業の重要性の認知を高め、プロジェクト成果を売り込こんでい

くアドボカシー活動は重要であろう。 
 

【JICA 本部及び在外事務所に対する提言】 
・プロジェクトの成果の定着と自立発展を支えるための方策を、プロジェクト専門家及び

C/P の協力を得て、事務所レベルで具体的な出口戦略として練っていく必要がある。シニ

ア隊員を活用した現場での研修のフォローアップ（バヌアツ）や各地域へのコールドチェ

ーン巡回指導（ミクロネシア連邦・予定）、本邦研修等、プロジェクト成果の自立発展や

技術革新のアップデートに関するフォローアップ協力について、各事務所での検討と積極

的なコミットメントが重要である。 
・13 ヵ国を対象にした地域連携という、JICA 内でノウハウの蓄積があまりない事業マネー

ジメントに関して、今後運営管理上の誤解や混乱などが起きないように、プロジェクトの

実施支援体制について、本部内部での連携、本部と在外事務所との連携、在外事務所間の

連携体制を明確に打ち出し促進していく必要がある。 
・WHO や UNICEF といった国際機関との緊密な連携による広域技術協力として、本プロジ

ェクトはこれまでにない成功例であると考えられる。このような成果や教訓を JICA 本部

及び各国事務所/支所においてグッドプラクティスとしてまとめ、他国の保健事業へしっか

り情報発信していくことが期待される。さらに外務省などに対しても、国際機関連携の好

事例であることをアピールし、政治的なコミットメントを引き出す努力が重要である。 
 

【PIPS メカニズムに対する提言】 
・プロジェクトが終了する時点を契機に、PIPS メカニズムそのものの評価（5 ヵ年評価）な

どを行い、今後のマイルストーンを設定して、参加国とパートナーからの支援を促進する

必要がある。 
 
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） 

・JICA プロジェクトの技術協力を得て、PIPS における地域協力のフレームワークが、大洋

州地域諸国と開発パートナーが連携できることを明示した意義は大変に大きい。特に共通

のビジョンの下に、連携協力の仕組みをつくり、定例会議などで情報共有を進め、人材育

成分野や技術マネージメント分野などにおける保健システム全般の効率的な強化につなが

ったことは、大洋州地域のみならず、他の地域においても連携協力のあり方を示唆するう

えで重要な教訓である。 
・プロジェクトは、大洋州地域における援助協調の枠組みである PIPS を技術協力するとい

うユニークな戦略によって、JICA 単独の支援では成し得ないような大きな成果を 13 ヵ国
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において達成することができた。特に、JICA が得意とする国別支援アプローチと、国際機

関が得意とする地域協力アプローチの双方の利点を生かして相乗効果を得ることで、予防

接種事業の強化、サービス提供の拡大、サービスの質の向上などの目標を効率的に達成し

た。また、国際機関、特に WPRO と協働する連携メカニズムを通して、各国 MOH のキャ

パシティ・ディベロップメントにつながったことは、地域の自立発展を促進するものとし

て、関係者から高く評価されている。このように、地域連携メカニズムを JICA が技術協

力するという新しい視点に基づく戦略は、グッドプラクティスとして関係機関（JICA 本

部、JICA 在外事務所、外務省、国際機関など）に広く周知していく必要がある。 
・プロジェクトは、科学技術、研究、教育等に優れた知見をもつ学術機関（長崎大学）との

業務実施契約によって行われた。PIPS においては、関連分野における人的ネットワークを

生かし、国際機関（特に WPRO）で求められる高いレベルでの技術力を担保していくとい

うことにおいて、これ以上の実施機関はなかったであろう。また中・長期にわたるノウハ

ウの蓄積や研究開発による技術革新などの取り組みにおいて、学術機関との連携実施の比

較優位性は大きく、今後も特定分野での学術機関との戦略連携に対して期待が高まってい

くことが予想される。 
・プロジェクトは、保健システムの本質的なボトルネックでありながら、これまで重要視さ

れていなかったマネージメントの諸問題に光をあて、現場においてプロジェクト専門家が

カタリストとして技術協力を行うことにより、パートナーやメンバー国に EPI 事業そのも

のの重要性への理解が飛躍的に向上したことは、当該国における自立発展の基礎をつくっ

たという意味で、大変に意義のあることといえる。 
 
3-8 フォローアップ状況 

2009 年現在、後継技術協力プロジェクトの計画はないが、第三国研修、個別専門家派遣等に

よるフォローアップが検討されている。 

 




