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Ⅰ 案件概要 
国名 セネガル共和国 

協力期間 2001 年 11 月～2006 年 10 月 

相手国側機関 
保健予防省人材局(DRH)、国立保健社会開発学校(ENDSS)、保健予防省保健局プライマリーヘルスケア部
(DSSP) 

日本側協力機関 国立国際医療センターほか 

協力金額 623 百万円 

関連協力 

無償資金協力「国立保健医療・社会開発学校整備計画(2002 年)」及びフォローアップ協力(2010 年)(当
該無償資金協力により供与された施設設備及び機材の活用により、本プロジェクトで学内技術演習及び
臨地実習を実施。) 
保健予防省大臣官房への技術顧問(保健アドバイザー)の配置(2003 年～2005 年、2005 年～2007 年)(本
プロジェクトを含めて保健分野の新規案件形成及び実施中・実施済み案件のフォローアップ)。 
2006 年 11 月～2008 年 5月スペインの技術協力「看護要員研修分野の地方分権化支援」プロジェクト(実
施機関:DRH)が、(本事業対象州と同じ)カオラック、サンルイ、タンバクンダ州」において実施された。
保健ポスト長ガイドの内容が更新され、再印刷された。 

上位目標 セネガルの一次保健医療システムで働く能力のある保健人材の数的増加に貢献する。 

プロジェクト目標 一次保健医療システムで働く保健人材の養成システムが強化される。 

成果 

1.保健人材養成学校の養成能力、その中でも特に一次保健医療システムで働く人材の養成能力が強化さ
れる。 
2.一次保健医療システムに関わる看護職員を対象とした現任教育のシステム整備のための過程が改善
される。 
3.テスト保健区(ゴサス)において適切な地域保健員(ASC)1養成システムが確立される。 

投入(日本側) *終了時評価時点のデータ 投入(相手側) 

専門家派遣 
長期専門家 10 人(234MM) 
短期専門家のべ 17 人(252MM) 

C/P 配置  39 人 

機材供与 41 百万円 機材購入 なし 

ローカルコス
ト 

85 百万円 ローカルコスト
プロジェクト事務所経費、ENDSS における
セミナー日当 

研修員受入 34 人 土地・施設提供
保健予防省及び ENDSS におけるプロジェク
ト事務所の提供 

その他 専門家携行機材費 8 百万円 その他 なし 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

本プロジェクトは計画時から終了時にかけてセネガルの保健政策、開発ニーズ、日本の援助政策との整合性が高く、妥当
性が高い。上位目標はデータが得られなかったため達成度の確認ができなかったものの、プロジェクト目標の指標はほぼ達
成されたことから、有効性は高いと判断される。専門家派遣が遅延し、CP 側の投入が限定的であったものの、計画の協力
期間及び協力金額内に成果及びプロジェクト目標がほぼ達成されていることから効率性は高い。また、正看護師・正助産師
の数は毎年増加しており、スペインの援助によりガイドの内容も更新されており、さらに機材の維持管理体制及び財務状況
も改善していることから、持続性は高い。以上より、本プロジェクトの評価は、非常に高いといえる。 
保健予防省への提言としては、現任教育年間報告書を毎年欠かさず発行することが挙げられる。 
本評価調査は簡易型であり、資料レビュー及び実施機関への質問票により得られるデータのみに基づいて評価を行った。
したがって、質問票回答や JICA 提供情報にある指標値の根拠となる一次データは未確認である。また、現地調査を行って
いないことから、提言について実施機関と協議していない。 
データ収集に関する具体的な制約について 3 点挙げられる。1)成果 1 の指標 1 (財務管理のために費やしていた時間が短
縮される)については、終了時評価及び事後評価時点においても裏付けデータや事例は得られず、終了時評価時の聞き取り
調査結果に基づいて達成されたと判断した。2)上位目標の指標(セネガルの一次保健医療システムで働く保健人材の数の増
加率)はベースラインがなく、終了時、事後評価時においてもデータが得られなかったため、上位目標の達成度を測ること
ができなかった。3)終了時評価において、他機関(私立学校、NGO)により本プロジェクトが開発した看護教材やマトロン養
成マニュアルが活用されていることがインパクトとして指摘されていた。しかし、組織名が記載されていなかったため、事
後評価時点で同機関へ確認することができず、C/P への質問票調査においても活用は認められなかった。 
PDM2構成上の欠点としては、1)外部条件、2)成果の指標、3)活動について指摘できる。 
1.外部条件:「必要数の保健人材が採用される」「採用された保健人材が国家開発計画に沿って配置される」はスーパーゴー
ルを達成するために必要な外部条件となっていたが、どちらも上位目標を達成するための外部条件であると考えられる。ま
た、「一次保健医療システムの保健人材の離職率があがらない」も上位目標達成のための外部条件に追加する必要がある。
プロジェクト目標達成のための外部条件として「保健人材の労働条件が改善される」とあるが、「保健人材の労働条件が悪
化しない」が適切であると思われる。さらに、成果達成のための外部条件として、「開校準備をしている全ての私立学校が、
教育省が制定した設置基準を満たす」を追加する必要がある。 

                                                  
1 無資格の地域ボランティア。 
2 本評価調査は終了時評価調査において用いられた PDM3 に基づいて行った。 



2.成果の指標:成果 1 の指標 5 「全ての私立学校が保健予防省の設置基準に基づいて運営される」については、ア)教育省
のみが設置基準を制定できる、イ)全ての私立学校の運営までは本プロジェクトでコントロールできるものではない、とい
う 2点から「本プロジェクトが設置基準の草案を作成し、教育省が承認した設置基準に基づいて全ての私立学校が設置され
る」が適切であると考えられる。 
3.活動:1-C-3 「私立看護師・助産師養成学校設置のための基準を制定する」は、上記ア)の理由から「同設置基準案を作成
する」と「同基準に基づき監査を実施する」が適切であると考えられる。また、地域保健員養成マニュアルはマトロン3養
成の内容も含まれており、マトロン養成研修も実施されていることから、PDMに活動として追加する必要がある。 

 

1 妥当性 

1.セネガル国開発政策との整合性 
計画時、国家保健開発計画(PNDS、1998～2007 年)は、保健人材育成計画(PNF)の実施、国立保健社会開発専門学校(ENDSS)
の学生数増加と教官の質の向上、保健医療従事者の質の向上を目標として掲げている。終了時、PNDS フェーズ II(2004 年～
2008 年)においても、引き続き保健人材の確保と質の向上が優先課題となっており、ENDSS の学生受入能力強化も盛り込ま
れている。したがって、保健人材の育成は、計画時から終了時までセネガル国の保健政策と合致していると言える。 
2.セネガル国開発ニーズとの整合性 
計画時、同国では人口 10 万人当たりの医師が 7人、正看護師が 35 人で、開発途上国全体の平均(医師 78 人、看護師 98 人)
より低い。終了時においては、人口 10 万人当たりの医師が 1.14 人、正看護師が 10 人と計画時と比較して下がっているこ
とから、保健人材育成のニーズはより高まっていると言える。また、保健予防省人材局(DRH)の「ミレニアム開発目標(MDG)
達成のための人材管理戦略(2006 年)」によると、2015 年の MDG 保健指標達成のために不足している看護師は、病院・保健
センター987 人、保健ポスト・助産所 1,824 人、助産師は病院・保健センター206 人、保健ポスト・助産所 462 人である。
住民の保健サービスへのアクセス向上には人材配置の必要性が引き続き高い。 
3.日本の援助政策との整合性 
保健人材育成への支援は、1998 年の政策協議にて合意された日本政府の対セネガル援助重点分野、及び 2005 年の JICA

国別事業計画に掲げられている基礎生活分野(水供給、教育、保健医療などを含む。2005 年に人的資源開発追加)と合致して
いる。したがって、保健人材育成への支援は、計画時から終了時まで日本の援助政策と合致していると言える。 
以上より、本プロジェクトの実施は、セネガルの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性
は高い。 

2 有効性･インパクト 

1.プロジェクトの成果及びプロジェクト目標達成度 
【成果の達成度】成果 2(現任教育のシステム整備)の指標 1 (保健予防省から発行される現任教育年間報告書が毎年活用可
能な状態であること)が 2005 年度(最終年度)のみ達成されていないものの、成果 3つの指標はほぼ達成された。 
【プロジェクト目標の達成度】プロジェクト目標は、指標①の正助産師の数については目標値 50%増(2004 年から 2006 年に
かけて)に対して 274%増となり、目標を達成したが、正看護師については目標値 50%増に対して実績は 34%増に留まった。指
標 2 (対象 3州の保健教育担当者による保健ポスト長ガイドの利用率:目標値 80%)及び指標 3 (標準モジュールに従って働く
地域保健員によって機能するテスト地区の保健小屋の割合:目標値 80%)は達成した。したがって、プロジェクト目標はほぼ
達成されたと言える。 
【成果のプロジェクト目標達成への貢献度】成果 1～3(初期教育システムの強化、現任教育システムの改善、地域保健員シ
ステムの確立)のいずれも保健人材養成システムの強化に貢献したと考えられ、アウトプットは、プロジェクト目標を達成
するために十分であったと考えられる。外部条件の影響は特に認められなかった。プロジェクト目標達成に貢献したその他
の要因としては、計画内容に関することとして、無償資金協力「国立保健医療・社会開発学校整備計画(2002 年)」で供与さ
れた施設設備及び機材の活用により質の高い学内技術演習及び臨地実習の実施が可能となったことが挙げられる。実施プロ
セスに関することとしては、主に、1)ENDSS 看護・助産学科の入学定数の増員、2)世界銀行の協力による州保健研修センタ
ー(CRFS)3 州(本プロジェクト対象 3 州と同じ)における准看護師養成及び現任教育の開始、3)私立校の増加(2000 年 3 校
→2006 年 16 校)などにより一層保健人材養成システムの強化が促進されたことが挙げられる。また、DRH の新設や保健予防
省大臣官房へ技術顧問を派遣したことにより、プロジェクト活動が円滑になったことが挙げられる。一方、問題点及び問題
を惹起した要因は、1)計画段階において指標を含めて PDM の内容が十分検討されていなかったため、プロジェクト開始以降
解釈をめぐって多岐にわたる関係者間の調整、詳細課題の分析、PDM の改訂に時間を要したこと、2)保健省教育・研究・調
査部(DERF)から DRH への組織改編によるプロジェクトマネージャー不在が活動に影響を与えたことが挙げられる。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
 上位目標の指標(セネガルの一次保健医療システムで働く保健人材の数の増加率)については、データが得られず、達成度
については不明である。その他正の間接的効果として、既に終了時評価時点で、本プロジェクトが世界銀行などから推奨さ
れていた DRH 設置を後押ししたこと、ENDSS のセミナーへの私立看護師・助産師養成学校招聘を通じて私立学校との関係構
築の促進が確認されている。 
以上より、上位目標の指標の達成は確認できなかったものの、本プロジェクトの実施により、概ね目標どおりの効果発現
がみられ、有効性は高い。 

3 効率性 

1.投入 
日本側の専門家の派遣時期や人数について軽微な変更があったものの、投入は概ね計画どおりであり、成果に貢献しない
投入は指摘されていない。専門家派遣に関する計画からの主な変更点は次の 2点である。1)セネガルが仏語圏であることか
ら長期専門家のリクルートに時間を要し派遣が遅延、2)母子保健クリニックの来院者が少なく同クリニックでの学生実習が
十分できる状態でなかったことから予定していた助産指導の短期専門家派遣を取消。前者については仏語圏アフリカのプロ
ジェクトに共通する課題であり、やむを得ないと判断され、後者については妥当な変更だったと判断される。また、成果に
対する投入の適切性の観点から、一部の短期専門家の専門性の不適切性や仏語の語学力不足(語学面も考慮した場合、一ヶ
月の派遣期間は短いなど)について C/P 側から指摘があった。C/P 側の投入については、以下 3点の問題が指摘されており、

                                                                                                                                                                                                
3 伝統的産婆とは異なり、有資格の医療従事者から一定期間の研修を受けた人材で、コミュニティ内のみでなく、保健医療施設でも出産介助を行っている。

マトロンは資格のある医療従事者ではないが、医療施設に従事する場合、給与が支払われている。 



限定的だったことが示唆される。1)DRH の組織改編の移行に時間を要したため、プロジェクトマネージャー不在の時期があ
った、2)DSPP の C/P は実質 1名だった、3)ENDSS の教員は多忙のため、一緒に活動する時間が少なかった。しかし、有効性
の項でみたとおり成果はほぼ達成されており、かつ本邦研修の研修員が帰国後にプロジェクト活動の推進に貢献したことが
指摘されていることから、C/P 側の投入が不十分だったとは言えない。なお、成果 3 のテスト保健区は成果 2 の対象州の保
健区でなかったことから、対象州の保健区であれば、より効率的だった可能性があることが指摘されている。 
実施された活動はすべての成果を産出するために十分であったと判断される。成果 1 では、1)財務管理・機材管理システ
ムの改善を通じた ENDSS の学校運営管理能力の向上、2)看護・助産学科の臨地実習支援や教員能力向上セミナー実施、およ
び国家標準ポスト長ガイドや地域保健員養成マニュアルの看護師・助産師初期教育カリキュラムへの導入を通じた ENDSS の
初期教育内容の向上、3)私立の看護師・助産師養成学校設置基準の制定支援を通じた初期教育の機能の向上を図った。成果
2 では、国家標準ポスト長ガイドの策定、これを使用したモデル 3 州保健教育担当への TOT 実施、および現任教育年間報告
書作成・配布を通じて現任教育のシステム整備のための過程が改善されたと言える。成果 3 では、地域保健員(ASC)養成モ
ジュールの策定、トレーナーの養成、ASC の養成などを通じてテスト保健区において ASC 養成システムが確立された。 
2.協力期間 
計画 60 ヶ月に対して実績 60 ヶ月であり、計画通りとなった(計画比 100%)。 
3.協力金額 
計画額は約 750 百万円に対して実績は 623 百万円であり、計画内に収まった(計画比 83%)。 
 以上より、専門家派遣が遅延し、CP 側の投入が限定的であったものの、想定した協力期間及び協力金額内に成果及びプロ
ジェクト目標がほぼ達成していることから、効率性は高い。 

4 持続性 

1.政策制度面 
 本プロジェクト終了後も、保健人材育成はセネガル政府の政策において重視されている。国家保健開発計画(PNDSIII)(2009
～2018 年)は 4 重点分野の 1 つとして保健システムの持続的強化を掲げ、その中で人材確保・質の向上の重要性を明記して
いる。一方、成果 3の地域保健員の養成については、事後評価時点では保健省ではなく地方自治体により行われている。 
2.カウンターパートの体制 
DRH や ENDSS については十分な人員が配置されていると判断されるが、DSSP に関しては回答が得られなかったため不明で
ある。DRH は、初期教育の地方分権化を進めるため、本プロジェクト終了以降州保健研修センター(CRFS)の教員を増員して
おり、本プロジェクト対象 3 州すべてにおいて増加している。さらに、DRH は州レベルの人材管理を強化するため、州医務
局に州人材局を設置しつつあり、対象 3州のうち 1州とその他の州に設置済みである。 
3.カウンターパートの技術 
5.で後述するとおり、本プロジェクト終了後も臨地実習成績評価結果は高いことから、ENDSS の技術的レベル(教員の能力、
実習内容)は高く、技術移転された内容が維持されていると考えられる。また、機材の維持管理については、学科毎に機材
責任者を配置し、故障が発生した場合は、常駐管理者に連絡している。常駐管理者が見回りを行っているほか、機材毎に管
理会社 6社と契約して管理しており、本プロジェクト終了時よりも徹底的な維持管理がされている。 
4.カウンターパートの財務 
ENDSS の収支状況は 2006 年及び 2007 年は赤字だったが、2008 年および 2009 年は黒字が保たれている。また、多目的実習
棟の機材を含む維持費は終了時評価の際には懸案事項だったが、2008 年から 2010 年にかけて安定して支出されている。こ
の理由として、ENDSS では独自の収益(授業料、診療報酬)の約 15%を資機材維持管理費に充当しており、2008 年以降生徒数
の増加に伴い授業料による収入が増加していること、施設内で実施している歯科実習による治療費の収入が増えていること
などが挙げられる。 
5.効果の持続状況 
 保健省より地方自治体に引き継がれた地域保健員養成に関する状況(成果 3)は不明であるが、成果 1と 2については効果の
持続性が高いと判断される。成果 1については、本プロジェクト終了後も、毎年臨地実習を受けた全学生が少なくとも研修
目標の 8割を達成しており、3.で上述したとおり、機材も定期的に管理されている。成果 2については、現任教育年間報告
書の結果は保健情報システムに掲載されているが、毎年は発行していない。現任教育計画は対象 3州のうち 2州において本
プロジェクト終了以降も毎年更新されている。プロジェクト目標の指標 1 のうち、正看護師の数が 2006 年までに達成して
いなかったが、2008 年時点で 1,272 人となり目標を達成している。指標 2の保健ポスト長ガイド利用率については、スペイ
ンの援助によりガイドの内容が更新され、対象 3 州の保健教育担当者の 90%以上により利用されている。あわせて教育担当
者用ガイド、学習者用ガイドも作成され、私立学校及び 7つの州保健研修センター(CRFS)でも使用されている。また、終了
時評価において提言されたとおり、本プロジェクトで開発された看護技術ビデオや看護技術シート、及び看護技術テキスト
の初期教育・現任教育(ENDSS や CRFS)で活用されている。 
以上より、本プロジェクトは、政策制度面、カウンターパートの体制、技術、財務状況、ともに問題なく、本プロジェク
トによって発現した効果の持続性は高い。 

 


