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国名
地域保健サービス強化プロジェクト

ドミニカ共和国

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背景

ドミニカ共和国では、厚生省（Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social：SESPAS）
が中心となって「すべての国民に平等な医療サービスを」という理念の下、特に低所得者層や低開発地
域の住民に対する保健医療サービス向上や国民医療制度を通じて無料で医療を提供するための改革を
実施してきた。2001年には改革の基本となる「保健基本法（Lay General de Salud）」及び「社会保障
法（ Lay de Seguro Social）」が公布された。これら新法の目的の一つは、地方分権化の下、国民の
健康の推進と疾病の予防を優先し、第一次保健サービスの強化を図ることであった。しかし、長期にわ
たり中央集権行政が続いた結果、各県の県保健事務所（Direcciones Provinciales de Salud：DPS）や
地域保健ユニット（Unidades de Atencion Primaria：UNAP）では組織としての運営能力が不足してお
り、また、これまでの治療重視の風潮を反映して地域保健組織が未整備であるため、新保健制度の実現
には保健従事者の意識改革や知識・技術の向上などが必要とされ、なかでも地域組織・人員の強化が急
務となっていた。

プロジェクトの目的

1. 上位目標：プライマリー･ヘルスケアの強化を通して、UNAP による質のよい予防サービスが利用者
に提供される。

2. プロジェクト目標：サマナ県において、住民（特に妊産婦および乳幼児）が UNAP を通して質の高
い保健サービスを受けられる地域保健の実践モデル1が構築される。

3. 想定された課題解決への道筋2：本プロジェクトは①疾病の予防および健康の推進に係るUNAPの能
力②UNAPへの監督・指導に係るDPSの能力を強化することにより、DPSとUNAPによる実用的な地域保
健モデルを確立する。この取り組みを通じて、サマナ県および他県でUNAPによる質の高い疾病予防
サービスを提供し、全国へのモデル展開を目指す。

実施内容

1. プロジェクトサイト：サマナ県
2. 主な活動
・UNAP における包括的な母子保健サービスの導入
・UNAP と病院の間の連携強化
・家族登録による地域診断の実施
・コミュニティの地域活動への参加を促進する保健委員会と UNAP の機能を強化  
・DPS による UNAP 機能状況のモニタリング
3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 6人
(2) 研修員受入 7人
(3) 機材供与 体温計、血圧計等

相手国側
(1) カウンターパート配置 25 人
(2) 土地・施設提供 プロジェクト事務室（SESPAS、DPS）
(3) ローカルコスト負担、9百万 RD$

協力期間 2004 年 10 月～2009 年 10 月 協力金額 377 百万円

相手国実施機関
厚生省（SESPAS）
サマナ県保健事務所（DPS）

日本側協力機関 アイ・シー・ネット株式会社

関連案件

我が国の協力：
・子どもの健康福祉無償・予防接種拡大計画（UNICEF経由の無償）
・JOCV派遣（看護師・助産師・公衆衛生看護師チーム、村落開発員、映像・映画製作）（2003～現在）
・保健地域IIIにおける妊産婦および新生児のための保健強化プロジェクト（技術協力、2013～2017年）
他ドナーの協力：
・基礎保健基金（Fondo de Atencion Primaria: FONAP） (世界銀行、米州開発銀行、～2004)、 保健
システム改革プログラム（Programa de Reforzamiento de Sistema de Salud: PROSISA）（EU、～2005
年）

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに「保健基本法」、「社会保障法」および「10年計画2006
～2015年」に掲げられた「第一次保健の改善、妊産婦死亡数および乳児死亡数の減少」というドミニカ共和国の開発政策、「UNAP
が提供する第一次保健サービスの改善」という開発ニーズ、村落の貧困層に対する保健の改善を掲げた日本の援助政策「国別
援助実施計画（2002年）」と十分に合致している。したがって、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

                                                  
1 実践モデルは、①副看護師向けのリプロダクティブヘルス研修体制の導入、②リプロダクティブヘルスに係るハンドブックの導入、③健

診のためのアポイントメントブックとカードの導入、④家族登録および連携体制の改善による地域診断、等の一連の活動から構成される。
2 事後評価時に整理。



本プロジェクトは①サマナ県におけるUNAPの疾病の予防および健康の推進サービスの改善および②DPSによるUNAPに対する
監督や指導によって、サマナ県の住民（特に妊産婦および乳幼児）のためのUNAPによる質の高い保健サービスの実践モデルの
構築に焦点を当てており、目標はほぼ達成された。①については、予防接種カード、家族登録シート、レファランスおよびカ
ウンターレファランスシートなどのツールが導入された。プロジェクト開始以前は、UNAPは母
子の状態を継続的に確認するためのツールを有しておらず、母子のUNAP利用を積極的に促すこ
とが出来ていなかったが、プロジェクトによって導入されたこれらツールによって、UNAPと各
家庭との連携が確立され強化された。その結果、病院の不必要な利用数は減少する一方、UNAP
の利用者数は増加した。①については、予防接種カード、家族登録シート、レファランスおよ
びカウンターレファランスシートなどのツールが導入された。プロジェクト開始以前は、UNAP
は母子の状態をモニターするツールを有しておらず、母子のUNAP利用を積極的に促すことが出
来ていなかったが、プロジェクトによって導入されたこれらツールによって、UNAPと家族の連
携が確立され強化された。その結果、病院の不必要な利用数は減少する一方、UNAPの利用者数
は増加した3。②については、DPSによるUNAPに対するモニタリング・監督体制が導入された。
モニタリング・監督では建物の状態、保健スタッフの配置、電気や水の供給、下水などの項目
を調査し、その結果はUNAPの状態を改善するために活かされている。この結果、サマナ県の複数のUNAP
によると、保健スタッフの配置や管理の改善、衛生水準の向上などが達成された。本プロジェクトの成果
をモデルとして承認する公式文書は存在しないが、厚生省はそれら成果を第一次保健に係るガイドライン
やマニュアル作成の基盤としている。2008年には、サマナ県は第一次保健のモデル県として厚生省から認
められ、保健セクターの参考基準となっている。事後評価時には、ほとんどのツールとモニタリング体制
はサマナ県において継続して適用されており、プロジェクトの効果を観察していた周辺他県のUNAPへの普
及も進んでいる。この事実よって、上位目標である「UNAPによる質の高い予防サービスの提供」はある程
度達成された。乳児死亡率についても2012年を例外として減少傾向にあり、国家平均である1,000人中32
人（2012年）を下回っている。

よって、有効性・インパクトは高い。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

(プロジェクト目標)

サマナ県の住民（特に妊

産婦および乳幼児）のた

めの UNAP による質の高

い保健サービスの実践

モデルの構築

プロジェクト終了時に、プロジェクト活

動を通して構築される地域保健サービ

スの実践モデルが、SESPASによって承認

されている。

（プロジェクト完了時）プロジェクトは、「サマナ・モデル」の開発と

導入によって、地域の第一次保健サービスを大幅に改善した。

（事後評価時）本プロジェクトの成果をモデルとして承認する公式文

書は存在しないが、厚生省はそれら成果を第一次保健サービスに係る

ガイドラインやマニュアル作成の基盤としている。

プロジェクト終了時に、病院の不必要な

利用が28％から14％に減少する。

（プロジェクト完了時）プロジェクトによる調査によると、病院の不

必要な利用率は 2003 年の 28％から 2008 年には 10％に減少した。

（事後評価時）プロジェクト終了後、病院の不必要な利用を測る仕組

みはないが、UNAP を利用する妊産婦の女性の数が、病院を利用する数

を上回っている。

(上位目標)

プライマリー･ヘルスケ

アの強化を通じた UNAP

による質の高い予防サ

ービスの提供

乳児死亡率、妊産婦死亡率が低下する。

注：統計情報はサマナ県内での実績を示

す。

（事後評価時）

年 2009 2010 2011 2012

妊産婦死亡数 4 5 3 0

妊産婦死亡率 N/A
315/

100,000

181/

100,000
0

出典: 厚生省、DPS, サマナ病院

Year 2010 2011 2012

乳児死亡数 20 11 2

乳児死亡率 12.6/1000 6.1/1000 15.3/1000

出典: 厚生省、DPS, サマナ病院

出所：DPS、プロジェクト完了報告書、カウンターパートへの聞き取り調査

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素が適切であり、事業期間は計画通りであったが（計画比100％）、協力金額
が計画を若干上回ったため（計画比123％）、効率性は中程度である。

4 持続性

政策・制度面について、UNAPによる質の高い疾病予防サービスが保健分野の最重要課題の一つと考えられており、本プロジェ
クトの目的は政策的に支援されている。「妥当性」に記載されている政策・戦略の他、2012年には、DPSの役割を強化するこ
とで、あらゆるレベルにおけるリプロダクティブヘルスの適用範囲や質を改善することを目的とした「母子死亡減少のための
国家戦略計画2012-2016」が策定された。実施機関の体制について、DPSは第二次保健機関と第一次保健機関（UNAP）が担当す
る県レベルの保健サービスの監督・モニタリングの責任を担っている。UNAPは妊産婦や新生児の出産前後のメディカルチェッ
クを実施している。DPSの機能の一部（保健人材の研修）は、厚生省の地域保健事務所（SRS、保健プログラムの実施に必要と
なるスタッフの配置や機器・備品の維持管理を主に実施）への移管過程にあるが、本事後評価調査時において、役割分担は明

                                                  
3 本事後評価時、病院の不必要な利用を確実に測る仕組みは存在していない。

母子手帳を持つ UNAP の医師

健康促進のための

ボードゲーム



確に規定されていない。現在、サマナ県の12のUNAPの人員配置が保健基本法を満たしていないものの、県および地域レベルに
は有能な人材がおり、現行の活動を実施する上で問題はない。保健委員会はUNAPの活動の改善において主導的役割を果たし、
住民の健康に係る意識も向上している。委員会は下水やごみ処理の改善や害虫の駆除も実施している。技術面では、サマナ県
のDPS職員によると、職員は適切な第一次保健を実施するための十分な技能や知識を有しており、プロジェクトによって習得
した技能や知識をサマナ県及び他県のDEPやUNAPの関連スタッフに問題なく移転している。加えて、「有効性・インパクト」
で述べたとおり、UNAPの技術水準は維持されているとともに、体温計や血圧計などプロジェクトによって供与された機器は適
切に活用・維持されており、良い状態を保っている。よって事後評価調査時において、政策・制度面や実施機関の技術面およ
び体制面に問題はない。また財務面に関し、プロジェクトの効果を維持するために必要な主な予算項目はUNAPへの監督および
指導費であり、過去3年間、厚生省、DPSおよびSRSに配分されている。しかしながら、プロジェクトの対象ではなかったUNAP
にサマナ・モデルを普及するための予算は、プロジェクトで開発された幾つかのツールを普及する予算を除いて、配分されて
いない。また予算不足によって、いくつかのUNAPは母子手帳などのツールの複製を中断している。このため、実施機関の財務
面に課題があると判断される。以上より、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

本プロジェクトは、プロジェクト目標として目指したサマナ県の住民（特に妊産婦および乳幼児）のための UNAP による質の
高い保健サービスの実践モデルの構築について、DPSの監督・指導により、サマナ県の UNAP における疾病予防や健康促進サー
ビスが改善されている。また、上位目標については、プロジェクトが導入したツールや仕組み（サマナ・モデル）の確立や普
及が進み、UNAP による質の高い予防サービスの提供が可能となり、同県の妊産婦および乳児死亡率は低下している。持続性に
ついては、政策・制度面、実施機関の技術面に問題はないが、UNAP の人員が不足していること、プロジェクトの対象ではなか
った UNAP へサマナ・モデルを普及するための予算が不足していることから、実施機関の体制面、財務面に一部課題があると
判断される。効率性は、成果の産出に対し、投入要素は適切であったが、協力金額が計画を若干上回った。

総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は高いといえる。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

・厚生省は、モデルを他県に普及するために、プロジェクトで研修を受けた人材を継続して活用することが必要である。

・DPS と SRS の機能を明確化するとともに両機関の連携を強化することで、UNAP に対するモニタリング結果を UNAP のより良

い運営/サービスや保健・健康に従事する人材の強化に活用することが肝要である。

JICA への教訓：

・有効性・インパクトを評価するために、プロジェクト開始前のベースライン調査は極めて重要である。本プロジェクトでは
ベースライン調査は実施されたものの、有効性を測るための第一次保健に関する必要なデータは収集されていなかった。

・有効性・インパクトで述べたとおり、ほとんどのツールが近隣県の UNAP に普及されているが、もしこれらのツールがプロ

ジェクトの開始時から中央レベルとの協力で作成されていれば、より早く承認されるとともに、これらツールを用いた現状に

適した実践がより広く、かつより早く普及されたかもしれない。


