
評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：マダガスカル共和国 案件名：エイズ予防対策強化プロジェクト 

 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第一グループ保

健第二課 

協力金額：2 億 9,600 万円 

協力期間（R/D）：2008 年 3 月 25 日～2012 年

3 月 24 日（4 年間） 

先方関係機関：保健省保健総局エイズ対策国家プロ

グラム 

日本側協力機関：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

マダガスカル共和国（以下、「マダガスカル」と記す）の成人 HIV（Human Immunodeficiency 

Virus：ヒト免疫不全ウイルス）陽性率は 0.2～0.3％と推定されており（UNAIDS：国連エイズ合

同計画、2009 年）、サブサハラアフリカ諸国のなかでは低い HIV 陽性率を維持している。しかし、

HIV と同じ感染経路にある性感染症の 1 つである梅毒の感染率が、一部地域では妊婦の 18％を

上回る（保健省、2008 年）など、性感染症感染率が高いことから、HIV 感染の拡大が懸念され

ており、HIV 予防対策は重要な課題となっている。 

このような背景の下、マダガスカル政府は HIV の予防強化を図るための技術協力プロジェク

ト「エイズ予防対策強化プロジェクト」を要請した。本プロジェクトは、保健省保健総局エイズ

対策国家プログラムをカウンターパートとして、マダガスカルにおける HIV カウンセリング・

検査（Counseling and Testing：CT）サービスの実施体制を強化することを目的として、2008 年 3

月に 4 年間の予定で開始されている。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

マダガスカルにおける HIV 感染割合が 1％未満に維持される 

 

（２）プロジェクト目標 

質の高い HIV カウンセリング・検査（CT）サービスの実施体制が強化される 

 

（３）アウトプット 

アウトプット 1：HIV カウンセリング・検査サービスに関する国家政策・基準・ガイドライン

が整備され、保健医療施設等の関係機関に活用される。 

アウトプット 2：保健省、県保健局における HIV カウンセリング・検査サービスに関する情報

収集・分析が強化される。 

アウトプット 3：HIV カウンセリング・検査サービスへの改善のための方策が試行され、関係

機関で共有される。 

 



（４）投入（終了時評価時点） 

日本側： 

専門家配置 

長期専門家派遣 5 名  

短期専門家 6 名 

第三国人材活用 1 名 

 

本邦研修・在外研修 

研修員受入れ（本邦研修） 1 名 （国別研修） 

研修員受入れ（在外研修） 6 名 （第三国研修） 

 

機材供与 

HIV 迅速検査キット、コンピュータ、プリンター、コピー機、車両等 

 

相手国側： 

カウンターパート配置 

プロジェクトダイレクター 

プロジェクトマネジャー 

プロジェクト常勤カウンターパート 2 名（延べ 3 名） 

 

執務スペースと活動予算 

プロジェクト事務所 

プロジェクトの運営経費（光熱費他、必要に応じた車両貸与） 

２．評価調査団の概要 

調査者 総 括 
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計画管理 
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調査期間  2011 年 9 月 28 日～2011 年 10 月 26 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）プロジェクトのアウトプット 

アウトプット 1 に関しては、プロジェクト開始当初に想定されていた政策、基準、書式等は

既に作成を完了している。ただし、輸送の問題等により、これらの文書を現在も受領していな

い検査サイトがあることがプロジェクトの実施したエンドライン調査の結果で明らかになっ

ており、今後もその普及と実践に関しての対応が望まれる。 

本プロジェクトのアウトプット 2 の活動の一環として、HIV 指標を一般保健情報のデータベ



ース GESIS（Gestion de l’Information Sanitaire）に統合するために、GESIS のアップデート及び

月間保健施設活動報告書（Rapport Mensuel d’Activité：RMA）書式作成と、その普及のための

研修の支援を行った。その結果、RMA の提出率が大幅に改善され、情報収集が強化された。

今後は、保健施設が期限どおりに RMA を提出するとともに精度を向上させるために、中央や

県からの指導等、一層の努力が求められている。また、ロジスティクスに関するガイドブック

の支援等によって、在庫切れが大幅に減少した。 

アウトプット 3 については、オペレーショナルリサーチの結果を報告するための会議がまだ

実施されていないものの、活動は実施中であり、プロジェクトの終了時までには想定された活

動は完了する見込みである。 

 

（２）プロジェクト目標：質の高い HIV カウンセリング・検査（CT）サービスの実施体制が強

化される 

3 つのアウトプットの達成により、2009 年の政治危機の影響にもかかわらず、CT サービス

の改善がみられており、検査施設数やカウンセリングを受けた割合等、プロジェクト・デザイ

ン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）で設定された指標に照らせば、プロジェクト

目標はおおむね達成される見込みであるといえる。しかしながら、検査施設数自体は急増して

いるものの、エンドライン調査の結果によって、国家基準に 75％以上適合した HIV 検査施設

は全体の 4 分の 1 程度であることも明らかになっているなど、質の高い CT サービス実施のた

めには、引き続き体制強化が必要となっている。 

 

（３）上位目標：マダガスカルにおける HIV 感染割合が 1％未満に維持される 

国家エイズ対策委員会（Comité National de Lutte Contre le sida：CNLS）の Spectrum（UNAIDS

が開発した感染者数を推測するソフトウェア）による分析及び終了時評価での聞き取り調査に

よれば、2008 年より一般成人（15～49 歳）HIV 感染割合は低位で安定しており（0.2～0.4％）、

上位目標は達成される見込みである。ただし、上位目標の達成に本プロジェクトの成果が寄与

することは間違いないが、HIV 感染拡大抑止のためには、本プロジェクトのめざす CT サービ

スの実施体制強化のほかにも実施すべき活動（予防に関するコミュニティに対する啓発活動、

他ドナーの活動等）があるため、現時点でプロジェクト目標の達成が上位目標の達成にどの程

度貢献するのかを判断することは難しい。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：高い 

必要性との整合性 

・マダガスカルでは、15～49 歳成人の HIV 陽性割合は 0.5％を下回っているが、同じ感染経路

にある梅毒の感染率が一部地域では妊婦の 18％を上回る等の状況が確認されており、HIV

の感染が急速に拡大するリスクが常に存在する。 

・マダガスカルでは、CT サービスの質の面で課題があり、標準化された CT サービス実施体

制強化の必要性が高い。 

 

 



マダガスカル国家政策との整合性 

・マダガスカル行動計画（Madagascar Action Plan：MAP）のなかで、本プロジェクトがめざし

ている「すべてのレベルにおける統合され、標準化された CT サービス提供の実施改善とそ

の維持」もその戦略の 1 つとして挙げられている。 

・マダガスカル HIV/エイズ対策国家戦略 2007-2012 では、政策の強化、地方分権化の支援、ロ

ジスティクスシステム強化等が活動戦略として掲げられている。 

 

他ドナーとの援助協調 

・国連児童基金（UNICEF）、世界銀行、世界基金との連携で、共通のカリキュラムの作成、講

師研修、統合研修と RMA/GESIS 研修の実施を行うことよって、全 22 県において、一定の

質の研修を重複なく実施できているなど、他ドナーとの援助協調に効果を上げている。 

 

日本の技術の比較優位性 

・本プロジェクトは、セネガル、ケニア、タンザニアで実施された JICA 技術協力プロジェク

トを基に、HIV/エイズの治療ではなく予防対策に重点を置くプロジェクトデザインとなって

おり、プロジェクト形成及びプロジェクト期間中もセネガル、ケニア、タンザニアを訪問し、

適応可能な事例をプロジェクトに導入したことで、日本の技術協力プロジェクトの過去の成

果・教訓が生かされている。 

 

（２）有効性：高い 

プロジェクト目標の達成度 

・プロジェクトでは、一連の活動により、HIV 検査施設が増加するなかで、1 施設当たりの

HIV 陽性者発見率及び 1 検査当たりの HIV 陽性者の発見率の向上が見られている。 

・守秘義務の順守が原則のマダガスカルでは、CT サービスの現場に同席し実地でのカウンセ

リング技術等の指導が困難なことから、カウンセリング能力についての強化は課題となって

いる。 

・地方分権化が進まず、地方での巡回指導が全国展開できていないことや保健郡 HIV 担当官

が医師以外であることから、地方での HIV 検査施設でのルーチン化されたスーパービジョ

ン・システムの構築が課題として残されている。 

 

アウトプットのプロジェクト目標への貢献度 

・2010 年から 2011 年上半期にかけて、統一された全国研修がドナー協調によって実施さ

れた。これにより HIV 検査施設数は大きく拡大（503 サイトから 1,544 サイト）した。ま

た、様式の整備等によるロジスティクス部門の強化によって、検査キットの在庫切れが大幅

に減少した。これらの一連の成果には、アウトプット 1、アウトプット 2 の活動が大きく貢

献している。 

・アウトプット 3 については、現在も実施中であるが、3 テーマのオペレーショナルリサーチ

（OR）の結果を活用して HIV 関連施策の戦略性を高め、CSI（Centre de Santé Integré：包括

的治療センター）モデル活動の結果を活用し高リスクグループがHIV 検査施設を訪問しやす

い環境づくりを推進することが、将来的には HIV 感染者の発見率改善につながるといえる。



（３）効率性：やや高い 

アウトプットの達成度 

・専門家の投入が一部遅れたため、アウトプット 3 の OR の活動の遅れが生じたが、想定され

た活動はプロジェクト終了までに実施できる見込みである。 

 

投入の適切さ 

・投入はほぼ計画どおりに実施されたが、2009 年に起こった政治危機によって、専門家の派遣

が一部遅れるなどの影響を受けた。 

 

コストの面からみた効率性 

・本プロジェクトでは、保健省保健統計課との連携体制を構築し、少ない日本人専門家の投入

にもかかわらず RMA 改訂版の全国展開を可能とした。また、他ドナーとの協調によって、

HIV 及び梅毒検査の統合研修を全国で実施した。その意味で、本プロジェクトの活動のアウ

トプットはコストに対する効率性が高く、投入コストに見合ったものである。 

 

ローカル資源の活用 

・1998 年に EU が支援した保健統計データベース GESIS は、ソフトウェアのバージョンが古

くなって活用されていなかったが、本プロジェクトでその改訂を支援し、保健統計の改善に

大いに役立っている。 

 

（４）インパクト：高い 

上位目標の達成見込み 

・過去の傾向及び終了時評価での聞き取り調査によれば、上位目標は達成され、マダガスカル

における HIV 感染割合が 1％未満に維持される見込みである。しかしながら、HIV 陽性者の

捕捉率は低く、感染経路が同じ梅毒等性感染症の高い罹患率、CSW や男性同性間性的接触

といった HIV 感染リスク行動の存在から、本プロジェクトの成果も活用し、ドナーの支援

も得て HIV 感染拡大防止のため適切な施策を講じる必要がある。 

 

保健セクター開発政策等へのインパクト 

・2012 年に作成予定の第 3 次エイズ国家戦略計画（2013-2017）に、本プロジェクトの成果が

反映される見込みである。 

・2011 年に、保健省と国連により作成中のミレニアム開発目標（Millenium Development Goals：

MDGs）達成に向けた目標において、「2015 年までにすべての保健施設に HIV 検査及び梅毒

検査を導入していく」ことが盛り込まれる見込みである。終了時評価時点で、他ドナーと協

調して全保健施設の約 40％での HIV 検査及び梅毒検査導入を進めてきた本プロジェクトの

貢献は大きい。 

 

その他の波及効果 

・RMA に HIV 対策関連の指標を統合するために大規模な研修を実施したことが、結果として

他の保健情報を含む RMA の提出率を著しく改善した。また、プロジェクトと保健統計課の



連携によって、各保健プログラムで独自に作成されていた統計が RMA に統合され、保健情

報システムの簡素化に貢献している。 

・OR の実施によって、これまで脆弱であった性感染症・エイズ対策国家プログラム（Programme

Nationale de Lutte contre les IST/sida：PNLS）と結核課（PNLT）との連携が活性化された。

 

（５）持続性：中程度 

政策・制度面 

・マダガスカルでは、HIV 予防対策は重要な課題であることから、今後も本分野における政策

支援は継続される見込みである。 

 

財政面 

・検査キットの調達等はドナーの支援に頼っているため、ドナーの活動計画に影響を受けやす

い。マダガスカル政府にはそれらを十分に調達するための予算が確保されていないため、活

動の継続はドナー支援の動向に大きな影響を受ける。HIV 検査が無料であること、政府が十

分な予算を確保することが困難であることから、マダガスカル政府の自助努力のみでこの現

状を打破することは困難であり、今後は信頼性が向上した統計情報等を利用した戦略性の高

い計画策定等を通じて、ドナーへの働きかけを強化する必要がある。 

 

技術面 

・専門家の技術移転により、保健省自らが国家政策・基準・ガイドライン・その他のツールを

改訂する技術は改善しつつある。ただし、印刷や普及のためには資金面での課題がある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）政策や統計等に対する支援 

プロジェクトの活動によって、政策やガイドラインの改訂、保健情報システム RMA/GESIS

の改善への支援など、HIV 予防対策に関する枠組みを支援したことから、保健省のみならず各

ドナーが本分野で行うべきことが明確となった。そのため、本プロジェクトの活動のみならず、

HIV 分野の活動が全般的に円滑化した。 

 

（２）他ドナーとの積極的な連携 

他ドナーとの積極的な協調によって、支援対象地域が大幅に拡大するだけでなく、統一され

た研修カリキュラムや書式の使用等により、各ドナーが整合性のある支援を行うことが可能と

なった。 

 

（３）PNLS の人的資源の貢献 

PNLS は、予防部門職員 2 名をフルタイムのカウンターパート（C/P）としてプロジェクトに

配属しているほか、他の PNLS の職員もプロジェクト活動に大きくかかわっており、本プロジ

ェクトの円滑な実施に大きく貢献している。 

 

 



（４）C/P 機関以外との積極的な連携 

本プロジェクトが活動を行っている PNLS 以外の部署との連携、特に保健統計課がプロジェ

クトの活動に対して協力的であることから連携が強化されており、一般保健情報の収集改善な

ど、情報整備の面での活動の進捗に大きく貢献している。 

 

（５）専門家の高いコミュニケーション力 

本プロジェクトの専門家の高いコミュニケーション力及びリーダーシップにより、PNLS の

予防部門以外の連携のみならず、保健統計課など PNLS 以外の部署との連携、及び他ドナーと

の連携を実現した。このことが、限られた投入や期間にもかかわらず、多岐にわたるプロジェ

クト活動の全国展開を可能とした。 

 

３－４ 問題点及び問題を引き起こした要因 

（１）2009 年の政治危機 

2009 年 1 月にマダガスカルに起こった政治危機によって、本プロジェクトは直接的、間接

的に影響を受けた。 

① 事務所近くの治安の悪化に伴って業務停止を余儀なくされる、出張先が制限される、短

期専門家の任期が短縮されるなどの影響があった。 

② 2009 年 3 月下旬からの C/P の半日ストライキが約 1 カ月半継続したことによって、業務

の進捗が遅れるなどの影響があった。 

③ 大のドナーである世界銀行は新規案件を停止しているため、現在実施中のプロジェク

ト PMPS（Projet Multisetoriel pour la Prévention du sida：エイズ予防マルチセクタープロ

ジェクト）Ⅱも残りの予算による延長のみが認められており、2012 年には活動を縮小す

る予定である。そのため、検査キット等の調達が困難になることが懸念されており、代

替案を検討する必要がある。 

④ 政治危機の影響でプロジェクトマネジャーやプロジェクトダイレクターが人事異動し

たことによる意思決定プロセスへの影響があり、業務の進捗が遅れた。 

⑤ 2009 年には、政治危機のために医療サービスへのアクセスが阻害される事態が起こった

（現在は緩和されている）。 

 

（２）地方分権化の遅れ 

マダガスカルでは、地方分権を推進しているにもかかわらず、地方政府に十分な予算が割り

当てられていない。そのために、県・郡保健局による HIV 検査施設へのスーパービジョン等

による統合研修や RMA/GESIS 研修の成果のフォローアップが十分にできていない。このよう

な背景により、検査施設レベルにおける RMA 記入の正確性や、CT サービスのレベルには依

然として改善の余地がある。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトは、他ドナーとの積極的な協調を行うことによって互いの活動を補完し合って

おり、シナジー効果を生み出している。これは将来的に上位目標を達成するための重要なファク

ターである。 



 また、本プロジェクトでは、CT サービスの改善を行うために多くの活動を行っている。HIV

検査のための政策、基準、ガイドライン、研修カリキュラム等の整備、ロジスティクス改善のた

めの支援、HIV 指標を含めた RMA/GESIS の支援を通じた保健統計の改善、PNLS や LNR

（Laboratoire National de Référence：国家ラボ）に対する検査キットの供与等である。このような

活動の成果によって、CT サービスの質に改善がみられている。 

特に、カウンセリングや検査の政策、基準、ガイドブック等の支援、さらには保健統計情報へ

の支援などを通じて政策の枠組みに対する支援を行ったことで、将来的に他ドナーが支援を行う

際にも活動が継続できる基盤が整備されている。 

一方で、CT サービスの実施体制には依然改善の余地も残っている。まず、本プロジェクトは

RMA/GESIS の改善に大きく貢献したが、各 HIV 検査施設が記入する RMA の精度や提出期限の

順守率には課題が大きく、それらを改善するための中央・県・郡の指導体制は依然として脆弱で

ある。この状況については、2009 年のマダガスカル政治危機に伴うプロジェクト活動の停滞や専

門家派遣の遅れも影響していることから、本プロジェクトの自立発展性を高めるため、プロジェ

クト実施期間は 1 年程度延長し、1 県を対象としてデータの質向上のためのモデル構築及びその

普及に必要な保健統計課、県・郡保健局に対する能力強化に取り組むことが推奨される。 

さらに、本プロジェクトでは主に中央及び県レベルを対象に活動を行ったが、郡レベルや検査

施設レベルではサービス自体の質も改善が必要である。マダガスカル政府が MDGs の目標達成の

ために 2015 年までにすべての保健医療施設において HIV 及び梅毒の検査を行うことをめざして

いることからも、政策、基準、ガイドラインの普及と実践の強化が課題となっている。具体的に

は、HIV・梅毒検査統合研修をはじめとする各種研修の実施、県・郡保健局による指導体制の確

立、ロジスティクスの改善等の活動が必要であるが、他ドナーの支援獲得も含め、マダガスカル

政府のより主体的な取り組みが求められる。 

 

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） 

（１） 政策・基準・ガイドラインの普及と活用 

プロジェクトは各種政策・基準・ガイドラインを策定し、その多くは国家承認され、内容面

で関係者から高く評価されている。他方、エンドライン調査の結果、地方の関連機関にはこれ

ら成果物が調査実施時点で届いていない事例があることもうかがえ、プロジェクトはプロジェ

クト期間終了までに、既に保健郡等に発送した成果物が検査サイトに届くようフォローアップ

することが望まれる。また検査施設国家基準については、多くの検査施設が何らかの基準を充

足していない状況が明らかとなり、実現可能で的確な計画を作成し、中期的に基準の充足度を

高める努力を払うことが望まれる。 

 

（２） RMA、GESIS の報告精度の一層の向上 

HIV 関連指標を RMA に統合したことは、データ入力作業の正確性向上や作業負担軽減に資

するものとして、関係者から高く評価されている。またエンドライン調査によれば、検査サイ

トの様式類への評価は 2008 年と比較して改善している。他方、評価ミッションによるインタ

ビュー調査の結果、記入者の一部（特に RMA/GESIS の研修を受けていないデータ担当者）か

らは更新された RMA の様式が一部複雑で分かりにくいとの意見があった。研修の実施のみな

らず、データ入力に関する疑問には適切かつ適時に説明できる体制を整えるなど、報告の精度



を維持・向上させる取り組みが望まれる。 

 

（３） データ分析能力の向上 

プロジェクトの取り組みにより、データの提出率や精度は向上し、関係者から高く評価され

ている。しかしながら、真に重要なことは、これらのデータが適切に分析され、効果的な政策

が策定・実施されることである。プロジェクトでは OR の実施や GIS や統計に係る研修を推進

してきたが、分析能力強化の取り組みを継続、強化する必要がある。 

マダガスカルの現状を勘案すれば、十分な規模の HIV のカウンセリング・検査を継続実施

するためには、ドナーの支援を得ることが不可欠である。このためにも、信頼性のあるデータ

を分析したうえでの的確な政策・計画の策定が求められる。 

 

（４） 報告者へのフィードバック 

データ提出率の飛躍的向上はプロジェクトの大きな成果であるが、2011 年にプロジェクトが

実施した調査の結果でも、民間や NGO の検査機関の提出率が相対的に低いなどの状況がみら

れる。データの提出率を更に高め、精度を向上するためには、報告者自身がその必要性を認識

することが重要であり、定期的なレビューミーティングの機会を活用する等、中央、県、郡の

各レベルにおいて、データ分析結果をタイムリーかつ分かりやすくフィードバックすることが

望まれる。また、「包括的 HIV プログラムインベントリー」や研修参加者リストを活用し、研

修受講者の研修効果を持続・発展させるための施策を検討する必要がある。 

 

（５） オペレーショナルリサーチ（OR）の実施努力と成果活用 

OR については、実施結果を報告書にまとめ、会議を開催して調査結果を関係者と共有する

とともに、政策・計画の形成に反映させることが期待される。 

 

（６） 包括的な HIV/エイズ対策の強化 

本プロジェクトはカウンセリング・検査の改善を通じた予防強化に取り組み成果を上げた。

HIV/エイズ対策を効果的なものとするためには、これら取り組みを持続・発展させるだけでな

く、検査による陽性判明後の長期的治療・ケアの充実や受検の促進を含む効果的かつ実現可能

な HIV/エイズ全体戦略を、マダガスカル政府が主体的に策定・実施する必要がある。2013～

2017 年の HIV/エイズ戦略の策定は、その重要な機会となる。 

 

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） 

（１） 受益国の主体的な取り組みとチームワークの醸成 

本プロジェクトについては、保健省自らが HIV/エイズ対策に関する主体的な役割を果たす

べきことと能力向上の必要性を自覚していたため、人材の配置をはじめとしてプロジェクト活

動に積極的に参加し、日本人専門家との信頼関係を醸成して建設的な議論を重ねることができ

た。このことが、各種成果物のタイムリーな政府承認や開始につながり、大きな成功の要因と

なった。 

受益国の主体者意識と積極的な参加は技術協力の成否に大きな影響を与えることを双方が



認識したうえで、プロジェクトを形成・実施することが重要である。 

 

（２） 他ドナーとの効果的な協調 

本プロジェクトでは、他ドナーとの連携により県・郡への研修を実施したほか、政策、ガイ

ドライン、研修モジュールの策定においても、他ドナーとも協議し、合意を形成しつつ支援し

た。これにより、広範囲な全国レベルのインパクトを得ることが可能となった。 

特に、開発計画の実施に際してドナー支援が不可欠である状況で全国規模のインパクトをめ

ざす場合には、各ドナーの支援目的や制約を的確に把握し、積極的な議論を通じて目的達成を

めざす取り組みが重要である。 

 

（３） 質の向上を測る指標設定の明確化 

本プロジェクトでは、当初、検査施設数の拡大が指標として設定されていたが、中間レビュ

ー時に指標が「国家基準に沿った HIV 検査施設数」に変更された。しかしながら検査施設が

国家基準に沿っているかを判断するために基準の何％を充足するべきか、など具体的な目標値

を受益国と合意するに至らず、評価の判断に難しい面があった。 

質の向上に関して量的な指標を設定する場合は、受益国の当該基準運用方針を踏まえつつ、

他の協力事例に関する知見も生かし、可能な限り早期に具体的な判断基準を設定・合意するこ

とが望ましい。 

 

（４） 受益国の保健システム強化を視野に入れた対応 

本プロジェクトは HIV カウンセリング・検査の実施体制強化を目標としているが、C/P であ

る PNLS だけでなく、保健統計課や他の保健関連プログラム、県、郡レベルのデータ担当者を

巻き込み、感染症/HIV 指標の統合を含む RMA 全体の改善を図り、そのシステムはマダガスカ

ル全国に普及した。改善すべき点は残るものの、本プロジェクトのマダガスカル保健システム

強化への貢献度は高い。 

プロジェクト目標達成のため、受益国の保健システムを活用するとともに、状況に応じ、保

健システム自体の強化をも検討することが必要である。 

 

（５） OR の実施 

プロジェクトの活動として OR を実施する場合は、結果の活用や受益国側の関与を含む計画

上の位置づけを早期に明確にしたうえで、必要な人的リソースを確保する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 




