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評価調査結果要約表（フィジー） 
 

１．案件の概要 

国名：フィジー共和国 案件名：地域保健看護師のための「現場ニーズに基

づく現任研修」強化プロジェクト 

分野：保健 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 保健第二グループ 協力金額（評価時点）：4 億 5,000 万円（3 カ国合計）

協力 

期間 
（R/D）：2010 年 10 月～2013 年 10 月 先方関係機関：保健省 

（延長）： 日本側協力機関：特定非営利活動法人 HANDS、 

（株）コーエイ総合研究所 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

保健人材の育成は国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成のためにも喫緊の課題と認識され

ているが、大洋州地域においては人材の流出のほかに、財政上の制約から十分な人材育成を図

ることが困難であり、また育成された医療人材の能力も先進国に比して低い状況にある。フィ

ジー共和国（以下、「フィジー」）では看護職が地域保健サービスの主要な提供者となっている

ことから、保健指標の改善には地域保健看護師（CHN）の能力向上が不可欠であるが、現任の

看護師を含む医療従事者に対するスーパービジョンの弱さと、現場で行われるべき継続医療教

育の質及び量が課題となっている。 

わが国は 2005 年 4 月より 3 年間、「フィジー共和国地域保健看護師現任教育プロジェクト」（以

下、「前プロジェクト」）を実施、現在の中部地方（当時の呼称は中東部地方）においてCHNの能

力評価（CA）とその結果に基づくスーパービジョン・コーチング（S&C）等を行うとともに、「現

場ニーズに基づく現任研修（NB-IST）」の実施モデルを構築・試行し一定の成果を上げた。その

後同モデルを全国的に普及させるための技術協力支援の要請がフィジー政府よりなされ、同様の

問題を抱えるトンガ王国（以下、「トンガ」）及びバヌアツ共和国（以下、「バヌアツ」）も含めた

大洋州地域を対象としたCHNのための「NB-IST強化プロジェクト」が 2010 年 10 月より 2014 年

2 月（フィジーにおいては 2013 年 10 月まで）の期間において実施されることとなった。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、前プロジェクトにおける成果を基に、NB-ISTの実施モデルの全国的な普

及に必要な成果の検証やそれに基づく国家政策の策定のための支援を、保健省（MOH）本省及

び各地方の保健事務所を対象に行うものである。 

 

（１）上位目標 

現任研修の改善により、フィジーにおける地域保健看護師が良質の保健サービスを提供

できるようになる。 

 

（２）プロジェクト目標 

「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

 

（３）成果 

１）「現場ニーズに基づく現任研修」が政策として有効になる。 

２）「現場ニーズに基づく現任研修」のための国家標準化されたモニタリング・評価（M&E）
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システムが実施される。 

３）看護中間管理職パッケージ（現任研修および学術機関での研修）が開発される。 

４）地域看護師に対する全てのタイプの現任研修（他協力機関により実施されるテーマ・

対象者別の研修を含む）の効果的実施に向け、各地方保健局において、研修計画・実施

に係る調整が行われる。 

５）フィジー、トンガ、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの進捗およ

び成果が共有される。 

 

（４）投入（評価時点） 

＜日本側＞ 

短期専門家派遣：15 名（56.47MM） 

機材供与：99 万 705 円 

ローカルコスト負担：3,248 万 1,535 円 

 

＜相手国側＞ 

カウンターパート（C/P）配置：延べ 25 名 

土地・施設提供：MOH内プロジェクト事務所 

ローカルコスト負担：9,576FJD（42 万 3,891 円） 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 団 長：牧本 小枝 JICA人間開発部保健第三課 課長 

評価企画 1：京口 美穂 JICA人間開発部保健第三課 ジュニア専門員 

評価企画 2：酒井 浩子 JICA人間開発部保健第三課 ジュニア専門員 

評 価 分 析：今仁 直美 グローバルリンクマネージメント（株） シニア研究員 

調査期間 2012 年 9 月 13 日～10 月 4 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果及びプロジェクト目標に係る実績の確認は、2011 年 6 月に改訂されたプロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（PDM Ver. 2）に基づき実施された。本プロジェクトの指標には数値が採

れないものもあったため、指標から達成度合いを測るのは困難である。当初の計画に比して全

体的に活動が遅延しており、それに付随する形で成果の出現は現時点においては限定的なもの

となっている。 

 

（１）成果の達成度合い 

１）成果１：「現場ニーズに基づく現任研修」が政策として有効になる。 

当初は「現場ニーズに基づく現任研修」に関する政策を策定することが想定されてい

たが、単独の政策とするにはスコープが狭いことから、現在改訂中の「国家研修政策」

にNB-ISTの意義・方策を反映させることに方針を転換した。C/P数名が同政策の改定を管

轄するMOH国家研修委員会（NTC）に召集されているほか、日本人専門家が改訂作業部

会に参加して活動を進めている。プロジェクト終了までに、本成果は達成されるものと

見込まれる。 

２）成果２：「現場ニーズに基づく現任研修」のための国家標準化されたモニタリング・評

価（M&E）システムが実施される。 

M&Eシステムは現在構築中であり、必要なデータを収集するためのツール（各種報告
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書のフォーマット）を全国で試用している段階である。今後数カ月のうちに最終化され

る予定であるが、ツールの試用が始まったばかりであることから、指標である「期日ま

でに提出された報告書の割合」を測ることは現時点では不可能である。収集データに基

づく評価と、指標の入手手段とされているM&Eデータベースの構築は、現時点では未着

手である。本成果の達成にあたっては、データ収集の仕組みのみならず、収集したデー

タを「どのレベルがどう利用するか」といったM&Eのコンセプトを明確にし、収集した

情報を利用する能力の強化も図る必要がある。 

３）成果３：看護中間管理職パッケージ（現任研修および学術機関での研修）が開発され

る。 

本成果では、当初フィジー国立大学医学・看護学・健康科学部看護学校（FSN）におい

て看護指導官（HS）を対象とした長期の研修コースを開設することが意図されていた。

しかし、FSNがフィジー国立大学（FNU）の一部となりMOHから教育省に移管されたこ

とや長期コースのみでは対象が少人数にとどまってしまうなどの理由から現場のニーズ

に対応しきれないことが予想されたため、短期の研修コースも含めた「パッケージの開

発」を行うことに方針が変更され、2011 年 6 月改訂のPDM Ver. 2 にも反映された。 

FSNでの長期研修に関しては、2013 年 1 月の開講をめざして看護管理のpostgraduate 

diploma コースを開設する準備が進行中であり、現時点においては指標である「研修を受

けた看護中間管理職者数」はゼロである。短期研修としては、「NB-ISTメカニズム」（能

力評価、S&C、NB-IST、M&E）の各要素に関する研修がプロジェクトによって行われて

おり、現在までに本プロジェクトの対象である 53 名の看護中間管理職のうち 30～41 名

が各研修を受講している。研修のパッケージ化には未着手であるが、プロジェクトが行

ってきた研修の教材等を整理し実用に向けてモジュール化することで、本成果の達成は

可能であると見込まれる。 

４）成果４：地域看護師に対する全てのタイプの現任研修（他協力機関により実施される

テーマ・対象者別の研修を含む）の効果的実施に向け、各地方保健局におい

て、研修計画・実施に係る調整が行われる。 

NB-ISTの年間計画の策定は 2012 年に始められたばかりであり、指標とされているその

実施率（80％）は現時点では算出不可能である。本成果は当初、各地方の研修調整委員

会の機能強化を想定していたが、同委員会が期待していた機能をもたないことが判明し、

以後中央及び各地方の「研修調整官」の機能強化に軌道修正され、PDM上の修正も行わ

れている。しかし「研修計画・実施に係る調整が行われる」こととPDM上の活動内容及

び指標に乖離がみられることもあり、プロジェクト目標に対する本成果の意義は不明瞭

である。 

５）成果５：フィジー、トンガ、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの

進捗および成果が共有される。 

これまでに 2 回、3 カ国における活動や進捗状況を共有するためのテレビ会議が実施さ

れたほか、フィジーのC/Pがトンガ、バヌアツに出向いて経験の共有を行った。また、3

カ国のC/Pを集めたワークショップをこれまでに 2 回行っており、こうした機会は「学び

合い」の場であるとともに、モチベーションを高め、プロジェクト活動を推進するにあ

たってもプラスに働いていることが垣間みられた。また国際会議における発表実績は、

大洋州保健人材同盟（PHRHA）年次会議とFNUにおける大洋州島嶼国保健研究シンポジ

ウムにおける 2 回となっている。 

 

（２）プロジェクト目標の達成度合い 

プロジェクト目標：「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 
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プロジェクト目標の達成は、①能力基準評価のカバレージが上がる、②訪問指導の回数

が「現場ニーズに基づく現任教育ガイドライン」の基準を満たす、③スーパービジョン・

コーチング（S&C）に対する看護師の満足度が上がる、の 3 指標により測ることとされて

いるが、本指標は、プロジェクトで強化すべき「NB-ISTメカニズム」の一部のみに関連す

る指標となっていることや、指標２にて判断根拠となる「ガイドライン」の基準が現時点

では未設定である等の理由により、現時点においてプロジェクト目標の達成度を指標から

測るのは困難である。一方で、成果の１～３のそれぞれが、プロジェクト目標であるNB-IST

の仕組みの強化に貢献するものであるとの位置づけから、今後成果の達成状況が上昇する

につれてプロジェクト目標の達成度も上がるものと見込まれる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

フィジーの保健戦略計画（2011～2015）では、コミュニティヘルスの充実に重点が置か

れているほか、保健人材の継続教育の重要性が謳われており、末端レベルのサービスの提

供を担うCHNの能力強化をめざす本プロジェクトの政策的な妥当性は高い。また、中間看

護管理職の能力強化を図る本プロジェクトは、2009 年に管理職の多くが退職しマネジメン

ト能力が大きく低下していた状況下ではタイムリーなものであった。2013 年から看護師資

格の年次更新制度が開始され、現任研修（IST）の重要性が高まることからも、本プロジェ

クトはフィジーのニーズに合致したものである。 

一方、本プロジェクトで行っているM&Eシステムや研修履歴記録の整備は、現在保健情

報システム（PHIS）や人材管理情報システムが徐々に整備されつつあるなかで、CHNのみ

を対象としたシステムの構築に多大な労力や費用をかけるのは適当ではなく、保健システ

ム上の保健情報や人材管理の枠組みに統合されるのが望ましい。 

 

（２）有効性 

PDMには、活動→成果→プロジェクト目標の達成に係るロジックや設定された指標等に

ついては現状を見据えたうえでの見直しが必要であることから、現時点で有効性を議論す

ることは困難である。一方でHSによる指導の質の向上がサービスの質の向上に有効である

ことは、「サポーティブスーパービジョン」の効果として知られていることから、この観点

からは上位目標の達成に向けて一定の効果があると推測される。また、本プロジェクトの

対象はCHNに限定されていたが、臨床看護師の指導者もプロジェクトが主催する研修に加

わるようになっており、臨床から地域保健に異動する看護師も多いことにかんがみるとプ

ロジェクトの有効性の拡大に貢献していると思われる。広域協力案件としての有効性は、

トンガの調査で確認する必要があるが、HSは他国のリソースになることでモチベーション

が高まり、事業の推進力となっていることが報告されている。 

 

（３）効率性 

現在数多くの研修がさまざまなレベルで行われている状況下で、なおざりにされている

現場ニーズがどれだけあるのか、そのニーズを満たすためにどれだけの投入を行うことが

妥当なのか、効率性を議論するにあたっては考慮すべきポイントであるが、本中間レビュ

ーにおいて検証することは困難である。 

プロジェクト開始前年に実施された公務員の退職年齢の引き下げの影響で、前フェーズ

の成果としてパイロット地域にてある程度定着していると想定されていたNB-ISTの実施状

況が限定的であったことから、当初は既に実施済のため必要ないと考えられていたNB-IST

に関する研修を追加で行う必要が生じたことなど想定外の活動・投入が必要となったこと
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もあり、本プロジェクトの効率性は高いとはいい難い。加えて、プロジェクト目標が「NB-IST

メカニズムの強化」と抽象的で、「本プロジェクトでは何をどういう状態までもっていくの

か」がプロジェクトの関係者間で必ずしも共有されておらず、事業の軸がぶれやすいこと

も効率性に影響を与えていると推察される。広域案件としての効率性は、期待されたほど

高くない。これは、各国の保健システムに合致した仕組みを構築するために、テーラーメ

ードの支援が必要であることに起因している。 

 

（４）インパクト 

指標「スーパービジョンの結果の向上」から上位目標の達成見込みを判断するのは困難

であるが、本プロジェクトで導入されたHSによる懇切丁寧な指導は、CHNのモチベーショ

ンにもつながっており、地域保健サービスの質にも一定のインパクトをもたらすものと思

われる。そのほかの正のインパクトとしては、本プロジェクトで使用している能力基準（CS）

が臨床看護にも導入されつつあること、また人事院（PSC）によって 2012 年より全公務員

を対象とした勤務査定のツールに応用されていることが挙げられる。またMOHは、プロジ

ェクトに触発される形で、すべての保健人材の研修ニーズの洗い出しを進めているほか、

ISTの年間計画を策定することで、乱立の感のあるISTのコーディネートを試みる動きも出

てきている。 

 

（５）持続性 

政策的な持続性は維持されると予想される。しかし、「NB-ISTの仕組み」に係る一連の活

動がISTの効果を高めるひとつのシステムとして認識され、自発的かつ継続的に活用される

ようになるには、HSと現任研修調整官（ISTC）の更なる理解の深化が不可欠であり、残さ

れた期間における効率的な活動実施が必要である。人事異動に伴う持続性の喪失には、後

継者と目される者を研修に巻き込むことで対処しようとしているが、引き継ぎの強化や新

任指導官に対する研修の制度化などの人事管理の強化を、MOHや関係機関に対し継続的に

働きかけていく必要がある。本プロジェクトで策定するM&Eツール等が今後も継続的に使

用されるには、MOH省の認定を得るだけでは不十分であり、実務上の利便性の向上や既存

のシステムへのリンクが不可欠である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

本プロジェクトの開始前年に管理職の退職年齢が引き下げられ、プロジェクトで研修を

受けた中間管理職の多くが引き継ぎもなく退職し、MOHにおけるマネジメントのノウハウ

の欠如が著しい時期であったため、中間管理職の職務遂行能力強化を図る本プロジェクト

の開始はタイムリーであった。新任管理職の職務を支援するためのツールは注目され、プ

ロジェクトの認知度が上がるにつれてハイレベルの会合にも招致されるようになり、活動

の進捗を後押しするとともに、波及効果の出現にも貢献した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

活動の実施に際し、課題ごとにワーキング・グループ（WG）を設置しフィジー側の巻き

込みが図られている。また、状況の異なる 3 カ国をカバーする広域案件を短期専門家のみ

で運営するという厳しい条件に対し、日本側協力機関は自己負担で専門家の配置を増やし、

チーフアドバイザーを現地に長期滞在させている。 
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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 

プロジェクト開始前は、前プロジェクトにおいて構築・試行された「NB-ISTの実施モデ

ル」がある程度普及・定着していることが想定されていたが、実際のモデルの定着は公務

員の退職年齢引き下げの影響により限定的なものであった。前プロジェクトに関与したフ

ィジー側の人材をリソースとして活用することが想定されていたが、そうした人員がほと

んど退職してしまっており、当初必要ないとされていた研修を実施する必要性が生じるな

ど進捗の遅れを引き起こした。またPDMについては、構成や設定された指標等について、

現状を見据えたうえでの見直しが必要であることが明らかとなった。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

プロジェクトの管理体制について、現時点では指標データをモニターする仕組みが未構

築で、必要時にその都度C/Pに数値等を尋ねることにより確認している状況であるため、成

果の創出状況を見据えながらのプロジェクト運営が困難な状況にある。また、15 名に及ぶ

日本人専門家が本プロジェクトにたずさわっており、プロジェクトの方向性や進捗に関し、

常にアップデートされた情報を全員が共有するのは容易ではない。PDMは一度改訂されて

いるが、指標については更に見直しが必要な状況となっており、3 年間という短い期間内に

「プロジェクトが何をどのような状態にもっていくのか」という根本的なところが不明確

のままである。プロジェクト開始時の現地の状況が想定されていたものと大きく異なって

いると判明した時点で、JICAを交えてプロジェクトのデザインに関して再協議を行うべき

であったと思われる。 

 

３－５ 結 論 

プロジェクトはNB-ISTを通してCHNによる保健サービスの改善を図ろうとしている点で、プ

ライマリー・ヘルス・ケア（PHC）の強化を掲げているフィジーの保健の優先政策に沿ってい

るといえる。PDMの指標に沿ってレビューを行うことは、十分なデータが得られないため困難

であったが、限られた情報で判断する限り、上位目標達成に向けた進捗はみられている。しか

しプロジェクト開始前に想定されていた諸条件が整っておらず、プロジェクトは幾つかの方針

を転換せざるを得なかったため、その進捗には遅れが生じている。なかでも人材育成のモジュ

ール整備やM&Eシステム構築が遅れており、持続性の観点から非常に重要なこれらのコンポー

ネントは、プロジェクトの実施管理体制と並んで、可及的速やかに強化が図られる必要がある。

一方、フィジー側のイニシアティブによる波及効果も確認されており、これは想定外の正のイ

ンパクトである。 

「CHNのためのNB-ISTシステム」は、フィジー保健セクターにおける課題から概観すると些

末的でさえあるが、その各要素は人事管理や保健情報システムの一環である。持続性の観点か

らは、本プロジェクトの成果は保健システムに統合されていくことが望ましく、保健システム

強化を手掛ける他の開発パートナー（DP）とのより積極的な協調と働きかけが重要である。 

 

３－６ 提 言 

（１）プロジェクトマネジメントへの提言 

１）プロジェクトの進捗把握の適切なモニタリングシステムをつくる必要がある。 

２）成果を達成するために、活動に優先順位をつけ、活動計画（PO）に反映する必要があ

る。 

３）他の開発パートナーとの連携の継続及び強化を図っていく必要がある。 

４）成果２：M&Eシステムについて、各レベルでの役割・目的を明確にし、見直す必要が
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ある。 

５）成果３：プロジェクトは、プロジェクト終了後にも研修が継続していくような体制（後

継者看護学校あるいはMOH内の仕組み）をみつけ、後継者による研修の実施支援までで

きることが望ましい。 

 

（２）MOHへの提言 

１）ISTCはISTをより効果的なものにするためには非常に重要なポストであり、MOHは制

度上このポストをつくることが必要である。 

２）地方（Division）及び地区（Sub-Division）の保健スタッフへプロジェクトで作成したツ

ールを使用し、NB-IST関連の活動がCorporate Business Planへ組み込まれるよう奨励する

ことが必要である。 

３）本プロジェクトの成果品を使用した新しいHSへの研修を制度化していくことが望まし

い。 

４）MOHは保健システム強化を支援している他のDPとの調整を行い、最大限の相乗効果を

引き出すよう努める必要がある。 

５）M&E機能強化に努め、本プロジェクトでデータマネジメントのために開発されたツー

ルをMOHのシステムへ統合することが望ましい。 

 

（３）プロジェクトマネジメントとMOHへの提言 

１）フィジーにおけるプロジェクト協力期間を、バヌアツでのプロジェクト終了時の 2014

年 2 月 28 日まで約 4 カ月間延長することを提言する。 

 

（４）JICAへの提言 

１）現地事務所のリソースも活用し、プロジェクトのモニタリングを強化することで、適

切かつタイムリーなアドバイスを行う体制を整える。 

２）プロジェクトの計画策定段階で相手国側のニーズと必要なリソースをより詳細に特定

する。同時に、PDMの策定においては、ロジックや設定される指標と内容の整合性に留

意する。 

 

３－７ 教 訓 

（１）詳細計画策定時には、想定されるすべてのリスクについて、慎重に検討する必要がある。

また、プロジェクト開始時には、日本側とC/Pで状況を十分に検証し、プロジェクトのデザ

インを再評価する必要がある。 

 

（２）「メカニズム」や「システム」は目に見えないものであり、それらを対象とするプロジェ

クトを行う際には、プロジェクト開始時に、プロジェクトマネジメントチーム内、ステー

クホルダー間でできるだけ詳細にビジョン、戦略、方針を決定し、共有しておく必要があ

る。 

 

（３）広域案件は、対象各国間で相乗効果をもたらす潜在性がある。実務レベルスタッフに海

外へ行く機会を与えることは、プロジェクト運営上のモチベーションを上げることへ大き

く貢献したといえる。 

 

 



 

ix 

評価調査結果要約表（トンガ） 
 

１．案件の概要 

国名：トンガ王国 案件名：地域保健看護師のための「現場ニーズに基

づく現任研修」強化プロジェクト 

分野：保健 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 保健第二グループ 協力金額（評価時点）：4 億 5,000 万円（3 カ国合計）

協力 

期間 
（R/D）：2011 年 1 月～2014 年 1 月 先方関係機関：保健省（MOH）看護部 

（延長）： 日本側協力機関：特定非営利活動法人 HANDS、（株）

コーエイ総合研究所 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

保健人材の育成は国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成のためにも喫緊の課題と認識され

ているが、大洋州地域においては人材の流出のほかに、財政上の制約から十分な人材育成を図

ることが困難であり、また育成された医療人材の能力も先進国に比して低い状況にある。フィ

ジー共和国（以下、「フィジー」）では看護職が地域保健サービスの主要な提供者となっている

ことから、保健指標の改善には地域保健看護師（CHN）の能力向上が不可欠であるが、現任の

看護師を含む医療従事者に対するスーパービジョンの弱さと、現場で行われるべき継続医療教

育の質及び量が課題となっている。 

わが国は 2005 年 4 月より 3 年間、「フィジー共和国地域保健看護師現任教育プロジェクト」（以

下、「前プロジェクト」）を実施、現在の中部地方（当時の呼称は中東部地方）においてCHNの

能力評価とその結果に基づくスーパービジョン・コーチング（S&C）等を行うとともに、「現場

ニーズに基づく現任研修（NB-IST）」の実施モデルを構築・試行し一定の成果を上げた。その後

同モデルを全国的に普及させるための技術協力支援の要請がフィジー政府よりなされ、同様の

問題を抱えるトンガ王国（以下、「トンガ」）及びバヌアツ共和国（以下、「バヌアツ」）も含め

た大洋州地域を対象としたCHNのための「現場ニーズに基づく現任研修」強化プロジェクトが

2010 年 10 月より 2014 年 2 月（トンガにおいては 2011 年 1 月より 2014 年 1 月まで）まで実施

されることとなった。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、前プロジェクトにおける成果を基に、NB-ISTの実施モデルの全国的な普

及に必要な成果の検証やそれに基づく国家政策の策定のための支援を、保健省（MOH）本省及

び各地方の保健事務所を対象に行うものである。 

 

（１）上位目標 

トンガにおける地域保健サービスの質が向上する。 

 

（２）プロジェクト目標 

「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

 

（３）成果 

１）「現場ニーズに基づく現任研修」の円滑な実施のために必要な各種ガイドラインが整備

され、使用される。 
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２）「現場ニーズに基づく現任研修」のために全体の現任研修計画と資金がよりよく調整さ

れる。 

３）看護師指導者がS&C及びニーズに基づく現任研修の技術を身に着ける。 

４）根拠に基づくキャリア向上支援や後継者育成計画に結びつく国家標準化した「現場ニ

ーズに基づく現任研修」のモニタリング・評価（M&E）システムが運用される。 

５）トンガ、フィジー、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの進捗およ

び成果が共有される。 

 

（４）投入（2012 年 10 月末現在） 

＜日本側＞ 

短期専門家派遣：9 名（21.33MM） 

機材供与：32 万 1,392 円 

ローカルコスト負担：11,54 万 8,177 円 

 

＜相手国側＞ 

カウンターパート（C/P）配置：延べ 7 名 

土地・施設提供：MOHクイーンサロテ看護学校（QSSN）内プロジェクト執務室 

ローカルコスト負担：プロジェクト執務室光熱費、サイト訪問時の茶菓・交通費の一部

など 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 団  長：石井 羊次郎  JICA 客員専門員 

技術参与：堀井 聡子   国立保健医療科学院 国際協力研究部 主任研究官 

評価企画：酒井 浩子   JICA人間開発部保健第三課 ジュニア専門員 

評価分析：今仁 直美   グローバルリンクマネージメント（株）シニア研究員 

調査期間 2012 年 10 月 31 日～11 月 17 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

2011 年 6 月付のPDM Ver. 2 に沿ってプロジェクトの実績を確認したが、指標やそれに付随す

るデータの整備状況により、指標からの進捗が確認できない項目もある。また全体的な進捗に

遅れが認められ、成果の達成状況に若干の影響を与えている。 

 

（１）成果の達成度合い 

１）成果１：「現場ニーズに基づく現任研修」の円滑な実施のために必要な各種ガイドライ

ンが整備され、使用される。 

看護師の能力基準（CS）及びそのアセスメントのツールが開発され、2 度にわたって

試行された。CSにはその後更なる改良が加えられ、トンガ語に翻訳もされており、2013

年初頭には印刷・配布される計画である。NB-ISTの仕組みに係る各活動のガイドライン

を含む「ISTマニュアル」が、日本人専門家の指導の下、地方レベルの看護指導官のグル

ープによって作成されつつあり、2013 年 5 月頃の完成をめざしている。こうした進捗状

況から、アウトプット１は達成されると見込まれる。 
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２）成果２：「現場ニーズに基づく現任研修」のために全体の現任研修計画と資金がよりよ

く調整される。 

MOH看護部の 3 つの課の課長が現任研修（IST）調整官として指名された。課長として

の職務は既にISTの調整業務をカバーしており、その業務は現在進行中の職務記述書（JD）

の改訂においてより明確に記載される予定である。研修開発委員会（TDC）のNB-ISTの

計画・実施における役割はまだ明確にされていない。プロジェクトとしては、NB-ISTの

計画・実施に際し必要なコーディネーションを洗い出し、本成果においてプロジェクト

期間中に達成すべき事項を改めて決定することが有用かと思料される。 

３）成果３：（各地域において一定数の）看護師指導者がS&C及びニーズに基づく現任研修

の技術を身に着ける。 

すべての地方において、1 名以上の看護師が看護指導官として任命され、そのうちニウ

アの 1 名を除く全員が、CSやS&CやNB-ISTの実施の仕方を学んだ。今後「技術を身に着

ける」ためには、更なる研修のほか、適切な指導の下で実地研修を行っていく必要があ

るが、非パイロット地区においてはMOHがそれを独自に実施する必要がある。研修のた

めのプログラムや教材は、今後同様の研修をすることに備えて研修モジュールとしてパ

ッケージ化される予定である。さらに、看護指導官の能力をチェックするためのツール

の策定が有用であると思われる。 

４）成果４：根拠に基づくキャリア向上支援や後継者育成計画に結びつく国家標準化した

「現場ニーズに基づく現任研修」のモニタリング・評価（M&E）システムが

運用される。 

本成果下の活動は 2012 年 8 月に開始されたばかりであり、指標に係るデータは未整備

である。プロジェクト終了までになんらかのM&Eシステムが設定されると思われるが、

全体的な進捗の遅れから、同システムを使って収集した情報で有用な評価・検証を行う

までは至らない可能性もある。報告書等の既存の保健情報システムで活用されているも

のへの可能な限りの統合、看護指導官やIST調整官に対するM&E研修、情報の格納・引出・

分析を容易にするための簡易なM&Eデータベースの構築など、今後プロジェクト終了ま

でに実施すべき活動は多い。システム構築と研修は全国を対象に行うが、実際のM&E活

動はパイロット地域であるトンガタプとヴァヴァウでしか支援しないため、設立される

M&Eシステムが「国家標準化」されたものであるためにも、非パイロット地域における

M&Eシステムおよび活動の実施はMOHが独自で支援することが期待されている。M&E

システムを関連づける予定の「根拠に基づくキャリア向上支援や後継者育成計画」がMOH

で推進されている様子はないため、構築されるM&Eシステムとのリンクも明確でない。

当初の計画どおりなんらかの関連をもたせるには、人事制度を管轄している部局と協働

することが必須である。 

５）成果５：トンガ、フィジー、バヌアツ間（もしくは三か国を超えて）プロジェクトの

進捗および成果が共有される。 

これまでに 2 回、3 カ国における活動や進捗状況を共有するためのテレビ会議が実施さ

れたほか、3 カ国のC/Pを集めたワークショップをフィジーで 2 回、またフィジーのC/P2

名を招いたワークショップを 1 度行い、経験の共有が促進された。こうした機会は「学

び合い」の場であるとともに、モチベーションを高める要素となっていることが確認さ

れた。国際会議における発表実績は 2011 年の大洋州保健人材同盟年次会議 1 件があり、

その内容は 3 カ国が参加する広域案件の骨子に係るものであった。 
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（３）プロジェクト目標の達成度合い 

1）プロジェクト目標：「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 

上記プロジェクト目標の達成度やその見込みを測るためには、現在の指標及びそれに

関連するデータでは不十分であると考えられる。一方で成果の 1～3 がそれぞれNB-IST

の仕組みの構成要素であることから、今後それら成果の産出状況が上昇するにつれて、

プロジェクト目標の達成度も上がるものと見込まれる。現在プロジェクトはNB-ISTの仕

組みをトンガの現状に合わせて構築している最中であるが、これは時間のかかる作業で

あり、残されたプロジェクト期間内でそれを強化するところまで到達しない可能性も高

い。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

政策面においてはトンガ側、日本側共に相応の妥当性が認められる。NB-ISTの仕組みを

構築することを通じて、①看護師の基礎的技能の担保・向上、②ISTの欠如、③中央集権的

かつ弱い管理・指導システム、④特に離島地域における看護師のモチベーションの維持・

向上といったマネジメント上の課題の解決に貢献しており、トンガのニーズに照らしても

妥当性は認められる。 

しかしプロジェクト目標には、それまで存在しなかったNB-ISTの仕組みを強化すること

が挙げられており、3 年間で達成するのは現実的ではなく、改善が必要と考えられる。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標が「NB-ISTの仕組みの確立」であれば、一定の結果が期待できると考

えられ、本プロジェクトのデザインは有効であるといえる。しかしPDMでは設定された成

果や指標からロジック上の混乱がみられ、NB-ISTの仕組みに精通していない者にとって、

プロジェクト終了時に発現しているであろう状況や、保健セクターのどの課題にどう資す

るものであるのかが非常に分かりづらい。プロジェクトの有効性が明確でないことは、MOH

や関連機関のコミットメントの形成にマイナスに働いていると考えられる。 

 

（３）効率性 

広域協力案件として、一定の効率性が認められる。フィジーで開発された仕組みやツー

ルを「たたき台」として使えるため、そうでない場合に比して短期間で作業が完了する。

また一度の派遣で複数国のアサインメントをこなす日本人専門家もおり、旅費等や派遣に

かかわる時間の節約となっている。しかし本プロジェクトに参加している 3 カ国は、保健

システムや看護師をとりまく環境もかなり異なっており、それぞれにおいて独自のNB-IST

の仕組みを構築する必要があるところ、広域案件としての効率性は比較的低く、割り当て

られているリソースはニーズに比してかなりタイトである。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトは、NB-ISTの仕組みを確立することを通じて、看護師に対するよりサポ

ーティブできめの細かい管理・指導体制を構築するものであることから、看護師によって

提供されるサービスの質に一定の正の影響を及ぼすものと予想される。その他のインパク

トとして看護部の 3 つの課がすべて本プロジェクトに関与することで、看護部内に協働の

機運が生まれたこと、また離島地域の看護師、特に看護指導官に指名されたシニアの看護

師のモチベーションが上がり、それに触発される形で看護師全体の勤務態度がより積極的

になったことなどが報告されている。 
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（５）持続性 

本プロジェクトには持続性を担保するための明示的な要素は組み込まれていないが、プ

ロジェクトは既存のシステムへの統合を十分意識した運営を行っており、既に看護師養成

教育のカリキュラムをCSとリンクさせているほか、プロジェクトの活動をMOHの年間計画

に入れ込む、CSを年次勤務評定の一環として位置づける可能性を模索するなどの活動が行

われている。技術的な持続性を確保するためには、地方レベルの看護指導官に対し研修や

実務を通じて技能の定着を図る活動が強化・継続される必要があるが、プロジェクトは実

務における支援はパイロット地域のみで行うため、非パイロット地域におけるMOHの支援

が望まれるが、その可能性は未知である。MOH、更には開発パートナー（DP）に対するな

んらかのアドボカシーが有用であるかも知れない。新たに設立された地方レベルの看護指

導官を活用する管理・指導体制の持続性は、スーパービジョンのための旅費等の手当ての

ほか、IST調整官や看護指導官の役割や資格要件、報告のシステム等を整理し明文化するこ

とで強化されると考えられる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

フィジーで開発されたNB-ISTの仕組みを導入するにあたり、トンガの現状及びシステムに適

合させることに留意したプロジェクト運営が行われている。C/Pやターゲットを最大限に巻き込

むことで、現場における成果品の実用性を担保すると同時にオーナーシップや責任感の醸成を

図っている。こうしたアプローチは時間的な効率は悪いが、プロジェクトの有用性と持続性の

発現に貢献するものである。 

状況の異なる 3 カ国でプロジェクトの運営を短期専門家のみで行うにあたり、日本側の協力

機関は費用自己負担でチーフアドバイザーをフィジーに常駐させることで、よりきめの細かい

臨機応変な対応を可能にしている。 

 

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 

PDMはフィジーのプロジェクトのものを土台にしているが、表現や内容がトンガの現状

に合致していないところがある。また理論や指標に適切でないものがあり、プロジェクト

が何を達成しようとしているのか、それがトンガの保健セクターにおけるどの課題に対応

するものであるのかなどが不明瞭であった。プロジェクトの分かりにくさは、実施にあた

って合意の形成や意思決定を必要以上に困難にするばかりでなく、相手国政府やDPの協力

を仰ぐ際にもマイナスである。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

日本人専門家の間で時にコミュニケーションがいき届かず、チームとしての合意の形成

や意思の疎通に影響を与えている。9 名にものぼる人員が複数国にまたがり短期の派遣を繰

り返すという事情から、主要メンバーだけでも一堂に会するのが困難であり、スカイプ等

を活用した全体会議は行っているものの、情報の共有や意思の疎通に関しては非常にチャ

レンジングな運営体制である。強いリーダーシップと日本側協力機関の適切なバックアッ

プで、より効率的な情報共有の体制を構築することが望まれる。プロジェクト運営に関し

ては、これと同時に指標データの推移をモニターする仕組みも早急に整備される必要があ

る。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトはフィジーで開発されたNB-ISTメカニズムを隣国へ広めることを試み、トン
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ガにおいてNB-ISTの導入を行い、トンガの既存のスーパービジョンシステムにどのように

NB-ISTメカニズムを適合させるかを模索しながら活動を進めており、おおむね順調に進捗して

いることが確認された。他方、フィジーモデルを用いた現在のプロジェクトデザインの限界も

確認された。中間レビュー調査団では現地関係者との協議を通し、残りのプロジェクト期間の

方向づけを行い、トンガ・日本側関係者双方合意の下、PDMの改訂を行うこととした。 

 

３－６ 提 言 

（１）プロジェクトマネジメントへの提言 

１）プロジェクト残り期間にかんがみ、実用性と持続可能性を十分考慮し活動を行ってい

く必要があり、トンガの状況にあったものとなるようPDMの改訂を提案する。 

２）プロジェクトが行う研修について、研修生のキャパシティを考え研修のペースを考慮

することが望ましい。既に実施されたトピックスのいくつかについては見直しを行った

方がよいかもしれない。また、知識の定着を考え、プロジェクトスコープを絞り、NB-IST

メカニズムのいくつかのトピック／分野に集中した方がよいと考えられる。 

３）IST調整官とスーパーバイザーの役割や責務について、早期に看護スーパービジョンシ

ステムのProcess and Procedureが策定され、関係者間で共有される必要がある。 

 

（２）MOHへの提言 

１）MOHには、CSの卒前教育及び新人教育への統合、人事院（PSC）のパフォーマンス評

価のツールとしての活用などの方法により、プロジェクトが開発したCSをメインストリ

ーム化していくための努力が求められる。 

２）MOHは、パイロット地域以外の地域におけるNB-IST関連活動の実施のために予算確保

を行うことが求められる。 

 

（３）JICAへの提言 

１）プロジェクトのデザイン上、他国でつくられたシステムを確立（PDM上の文言は「強

化」）することを命題とすることは、特にプロジェクトの開始時にはC/Pにその意義が実

感として理解されず、相手国側のオーナーシップと持続性の担保に影響を与える可能性

がある。 

 

３－７ 教 訓 

（１）広域案件は、対象国間で経験をシェアできるというメリットはある。一方で国によって、

ヘルスシステムや健康課題が異なるため、テーラーメイドの支援が必要である。したがっ

て、詳細策定時にはそれぞれのコンテクストに沿ってリソースニーズを適切にアセスメン

トする必要がある。 

 

（２）本プロジェクトでは、トンガの保健システムを考慮し、臨床看護師も対象に含めるなど、

他国で開発されたモデルをローカライズした。モデルを用いた広域案件を実施する際には、

フレキシビリティをもたせ、その国にあったモデルに改変することが必要である。 

 

 




