
中間レビュー調査結果要約表 

 

１．案件概要  

国名：グアテマラ共和国 案件名：ケツァルテナンゴ県、トトニ

カパン県、ソロラ県母とこどもの健康

プロジェクト 

分野・課題：保健/医療 協力形態：技術協力プロジェクト 

担当部署：人間開発部保健四課 協力金額（評価時点）：約 3.8 億円 

協力機関： 

2011年 3月 1日～2015年 3月 31日 

先方関係機関：保健省、ケツァルテナ

ンゴ県、トトニカパン県、ソロラ県保

健事務所 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力 

 こどもの健康プロジェクト（技術

協力プロジェクト 2005－2009年） 

 地域病院運営向上プロジェクト

（個別専門家派遣 2012年－2014

年） 

1－1．協力の背景と概要 

グアテマラ国は中米諸国の中で保健指標の改善が遅れており、妊産婦死亡比

120（出生 10万対、2006‐2010 年）、新生児死亡率 15（出生千対、2010年）、乳

児死亡率 25（出生千対、2010 年）、5 歳未満児死亡率 32（出生千対、2010 年）

と全てにおいて、周辺国のエルサルバドル国、ホンジュラス国、ニカラグア国

よりも高い数値を記録している（UNICEF 2012）。グアテマラ国保健省は適切な

知識･技能が不十分な伝統的産婆による分娩介助と施設分娩へのアクセスの悪

さがこの原因の一つと捉えており、「国家保健政策 2008-2012」の中で地方村落

部における保健医療サービスの拡充、特に施設分娩割合を高める政策を打ち出

した。同政策に基づき、各ディストリクト（複数自治体の集合体）に設置され

ている保健センターの CAP（Centro de Atención Permanente。24 時間診療セン

ター）化、世界銀行の「母親とこどもの健康栄養プロジェクト」支援による CAIMI

（Centro de Atención Integral Materno Infantil。母子総合ケアセンター）

の全国レベルでの新設、また、2009 年度以降、地方村落部への医療従事者の配

置増が行われている。 

グアテマラ国政府の要請に基づき、JICAは 2005年 10月から 2009年 9月まで

ケツァルテナンゴ県内 6 市を対象地域として当機構は「こどもの健康プロジェ



クト」を実施し、その結果保健施設での乳児受診や乳幼児健診の増加、地域の

保健施設と病院の間のレファラル体制強化等の成果が確認された。 

このような背景のもと、グアテマラ国保健省は「こどもの健康プロジェクト」

のフェーズⅡとして、西部地域のケツァルテナンゴ県、トトニカパン県、ソロ

ラ県における妊産婦や乳児の健康を改善するべく、保健施設において医療従事

者が質の高い保健サービスを女性と乳児に対して提供することを目的とし、

2008年に我が国に対して技術協力プロジェクトを要請し、2011年 3月 1日から

2015 年 3 月 31 日までの 4 年間の予定で、「ケツァルテナンゴ県、トトニカパン

県、ソロラ県母とこどもの健康プロジェクト」を実施している。2011 年 3 月の

開始から約 2年となるところ、今般中間レビューを実施することになった。 

 

1－2．協力内容 

（1） プロジェクト目標 

対象 3県において女性（妊産婦と母親）及び 1歳未満のこどもが質の高い包括

的保健医療サービスを受ける。 

（2） 上位目標 

対象 3県において女性（妊産婦）及び 5歳未満のこどもの健康が改善される。 

（3） 成果 

1） 各地域保健事務所の母子保健サービスの管理能力が強化される。 

2） 第三次レベルの医療施設と連携して第二次レベルの出産施設（病院以外

の出産施設、CAPや CAIMI）における周産期ケア（特に出産時の対応）が

改善される。 

3） 第三次レベルの医療サービスと連携して第一次、第二次レベルにおける

保健施設の母子保健サービスが強化される。 

4） 母子保健に関するコミュニティ活動が強化される。 

5） プロジェクト活動の成果が保健省の母子保健政策実施のための戦略に貢

献する。 

（4） 投入 

1） 日本側（2013年 1月現在） 

 専門家派遣  

 長期：2名（33.5人月） 

 短期：3名（19.3人月） 

 第三国：7名（4.4人月） 

 機材供与：39,837,815円 

 ローカルコスト：63,804,300円 

 研修員受け入れ（本邦研修）：6名 



 研修員受け入れ（第三国研修）：40名   

2） グアテマラ側 

 人的投入：カウンターパート 9名 

 施設：プロジェクト事務所のスペース、研修スペース、情報システ

ム管理室スペース 

 必要経費：プロジェクト車両の保険費用、保健省職員の出張経費、

プロジェクト事務所の光熱費、雑費等 

２．評価調査団の概要 

調査者 

(1) 団長総括  花田 恭   （JICA国際協力専門員） 

(2) 協力企画 1 青木 恒憲 （JICA人間開発部保健第四課 主任調査役） 

(3) 協力企画 2 小笠原 禎 （JICA人間開発部保健第四課 ジュニア専門員） 

(4) 評価分析  芹澤 明美 （グローバルリンクマネージメント株式会社） 

(5) 通訳    橋本 みどり 

調査期間：2013年 1月 14日～2013年 2月 4日 評価の種類：中間レビュー 

3．評価結果の概要 

3－1．実績の検証   

 成果 1： 各地域保健事務所の母子保健サービスの管理能力が強化される。 

成果 1は達成しつつある。妊産婦と新生児・乳幼児については第一次、

第二次医療施設へのモニタリングと死亡症例検討会が実施されており、施

設のパフォーマンスについては、保健省のプロトコルに従い通常業務とし

てモニタリングが実施されている。また、患者搬送を円滑に行うためのレ

ファラル・カウンターレファラル用フォーマットが作成され、使用が開始

された。 

 

 成果 2： 第三次レベルの医療施設と連携して第二次レベルの出産施設（病

院以外の出産施設、例えば CAPや CAIMI）における周産期ケア（特に出産時

の対応）が改善される。 

成果 2は部分的に達成された。第二次レベル施設における出産数は 3県

とも増加傾向である。周産期ケアの質の向上を目的とした医師及び看護師

への研修を定期的に実施しており、彼らの産科ケアに関する技術・知識レ

ベルは向上しつつある。 

 

 成果 3： 第三次レベルの医療サービスと連携して第一次、第二次レベルに

おける保健施設の母子保健サービスが強化される。 

成果 3は、部分的に達成されている。母子保健サービスに関する規準・



プロトコルを適切に適用できる保健医療従事者の割合は、ケツァルテナン

ゴ県、トトニカパン県では比較的高い。一方で、健診受診者は増加傾向に

あるものの、データの入手可能性・信頼性が低いため、分析には限界があ

る。プロジェクト期間後半では、母子の体重等のデータを正確に測る重要

性について研修内容に組み込むよう検討中であった。なお、第一次医療施

設において UNIMAPI(母子情報管理システム)1が設置されており、信頼性の

高いデータが蓄積されつつある状況である。 

 

 成果 4： 母子保健に関するコミュニティ活動が強化される。 

成果 4の指標（女性グループ数、研修を受けたボランティア・伝統的産

婆、登録された伝統的産婆の数）は、部分的に達成されている。地域の幅

広いアクターを巻き込んで啓発活動を行っており、救急搬送計画を策定す

るなど効果を上げている。 

 

 成果 5： プロジェクト活動の成果が、保健省の母子保健政策実施のための

戦略に貢献する。 

 成果 5の達成状況は、現時点では低い。現在までのところ、プロジェクト活

動の成果を中央レベルや他地域・他ドナーに紹介しているにとどまっている状

況である。プロジェクト期間後半では、医師のローカルスタッフを保健省本省

に配置し、プロジェクトにおいて蓄積された知見・グッドプラクティス等を定

期的に本省と共有していくよう検討がなされた。また、各保健事務所のカウン

ターパートを通して保健省中央の人材を対象地域において実施される研修・会

議へ招待し、プロジェクトに対する理解を深めていく働きかけを行うことにつ

いても検討がなされた。 

 

 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：対象 3県において女性（妊産婦と母親）及び 1歳未満

のこどもが質の高い包括的保健医療サービスを受ける。 

現時点での実績としては、全体的に成果の達成状況は順調であり、すでに達

成されている指標もあるなどプロジェクト終了までにプロジェクト目標が達成

1 UNIMAPI とは、病院及び保健センターで産婦人科・小児科を受診する患者デ

ータをプログラムに入力することで、母子保健情報の収集・統計的分析を行う

システムである。プロジェクト PDM の指標のデータ収集を可能にするだけでな

く、得られた情報を活動にフィードバックすることで、母子保健サービスの向

上、特に病院・保健センター間のレファラル・カウンターレファラル体制の改

善に寄与することが特徴である。 

                                            



されることは可能であると考えられる。 

 

3－2．実施プロセスの検証 

 運営管理システム 

合同調整委員会（JCC）や 3県会議等を定期的に開催して、日本側・グアテマ

ラ側が情報を共有しプロジェクト目標値の設定や進捗状況のモニタリングを行

ってきたことが、順調な進捗につながった。対象 3 県においては、プロジェク

ト関係者間で問題意識を共有しており、チームとして活動することで効果を上

げている。また、第一次および第二次医療施設では看護師、准看護師や村落レ

ベルにおいて保健教育などを担当する村落保健技師がグループを作ってコミュ

ニティの啓発活動を実施している。 

一方で、プロジェクトと保健省本省とのコミュニケーションは十分ではない。

本プロジェクトが地方で展開していることや、今まで本省で本プロジェクトを

継続して担当する職員がいなかったことの影響がある。 

 

 オーナーシップ 

対象 3 県においては、グアテマラ側プロジェクトメンバーのオーナーシップ・

参加度は高い。医療従事者への研修において自前のリソース（研修室と講師）

を活用していること、各施設において供与機材を自主的に維持管理しているこ

と、コミュニティ活動において自発的に活動を計画・実施していること等が挙

げられる。また、メキシコ国への第三国研修参加者は、メキシコでのコミュニ

ティ活動を参考にし、自主的に活動を展開している例も見られる。 

一方で、プロジェクトと保健省本省の関わり合いが十分ではなく、プロジェ

クトの成果・達成事項を国レベルに波及する体制が整備されていない。 

 

 技術移転 

本プロジェクトは、医療従事者への研修だけではなく、死亡症例検討会や母

子患者情報システム UNIMAPI を通じてエビデンスに基づいた保健サービスの概

念が導入されている。3県のプロジェクト関係者間では、データ収集・分析、問

題特定、戦略策定のサイクルが確立されつつある。 

 

3－3．評価結果の要約 

 妥当性 

妥当性は高い。 

「国家保健政策 2008－2012」や「国家政策戦略 2013－2015」において、施設

分娩割合の増加、子どもの健康・栄養改善、妊産婦死亡比の改善が重点分野に



含まれており、本プロジェクトはこれらの政策に整合している。 

本プロジェクトは、JICA に対グアテマラ協力の優先分野の一つである「地域

格差是正」の中の「西部高原地域農村生活改善プログラム」に位置づけられ、

同地地域の保健サービス改善を扱っていることから、日本の政府開発援助戦略

に合致している。 

保健省は「危険兆候の発見の遅れ」、「保健施設受診を決定することの遅れ」、

「保健施設へのアクセスの不備」、「保健施設の対応が適切でなかったこと」の 4

つを妊産婦死亡の主な要因として分析しており、本プロジェクトはこの 4 つの

要因にアプローチしており適切である。 

 

 有効性 

本プロジェクトの有効性は、現時点では一定程度確認できる。 

プロジェクト目標は部分的に達成されており、プロジェクト終了までに達成

される見込みである。特筆すべき点として、死亡症例検討会のフィードバック、

病院の機材整備による診断治療の質的な向上、コミュニティのキャパシティ向

上等による妊産婦死亡比の減少が挙げられる。 

PDM(Version.1)の表記においては、スペイン語の表記ミスや対象 3 県の PDM

間における表現の差異等があり、C/Pにより PDMに対する解釈の違いが見られ、

また指標に関して数値の一部が現実的ではないことが判明した。本調査では、

有効性を評価する材料として、これらの指標や目標値が使用されたが、曖昧な

表現や数値により、評価を行うことが困難な項目があった。このため、調査時

に JCCを開催し、PDMの指標及び目標値の改訂を行った。 

 

 効率性 

本プロジェクトの効率性は概ね高い。 

効率性を高めた理由として、①過去案件の経験およびリソースの活用、②本

プロジェクト内で活用できるリソースを効果的に活用、③第三国専門家派遣・

第三国研修の活用等が挙げられる。また、USAIDが以前実施していたコミュニテ

ィにおける周産期ケア戦略（Promoción y Cuidados Obstétricos y Neonatales 

Esenciales）の効果を活用していることや、青年海外協力隊の栄養隊員と連携

しての妊産婦の栄養改善を目的とした献立案の開発も同様に効率性を高めた要

因の一つとして挙げられる。 

 

 インパクト 

上位目標の指標をみると、妊産婦死亡比は 3県で減少傾向にあり目標を達成

する見込みである。新生児・乳児・5歳未満児の死亡率については、上位目標達



成見込みを現時点で判断することは難しい。 

本プロジェクトの正のインパクトとして、住民ボランティアグループが保健

以外にも自己啓発や地域開発に関心を持ち始めたことが挙げられる。 

一方、負のインパクトは特に認められなかった。 

 

 持続性 

本プロジェクトの持続性は高いが、いくつかの課題もある。 

政策面においては、母子保健の改善および第二次医療施設（CAP、CAIMI）で

の分娩推進の方針は今後も維持される見込みである。 

技術面においては、西部第三次中核病院やソロラ県病院において、医療従事

者への研修強化の意向を示しており、今後はこの研修を制度化することが持続

性確保の鍵となる。 

組織面においては、母子保健が複数の関係部署にまたがるテーマのため、取

り纏めは容易ではないが、各県保健事務所は問題意識を共有し主体的に活動を

行っており、プロジェクト終了後も活動を継続していける素地を有する。他方、

頻繁な人事異動があるため、活発に活動していた人材やプロジェクトで育成し

た人材がプロジェクトから離れ、引継ぎが円滑に行われなかったケースがある。 

 コミュニティレベルにおける母親グループや地域保健委員会は、プロジェク

ト終了後も活動が持続する見込みが十分である。一方で、ボランティアが活動

休止する可能性は常にあり、また活動を開始して間もないグループもあり、今

後の活動状況をモニタリングすることは必須である。 

 財務面においては、本プロジェクトの主な活動である研修に係る費用は日本

側とグアテマラ側で半々ずつ投入している。一方、供与機材の維持管理につい

てはグアテマラ側の資金確保が確実ではない。 

 上記の通り、持続性についてはいくつかの課題があり、プロジェクト関係者

が異動になる場合には、カウンターパートに対して後任者が前任者の活動を引

継ぐよう働きかけるようにプロジェクトが支援していく。また、供与機材の維

持管理については、プロジェクトからカウンターパートもしくは病院スタッフ

に対して納品業者とアフターケアサービスの延長等の交渉を促し、機材の維持

管理費を最小限に抑えるため工夫を行うよう検討がなされていた。 

 

3－4．結論 

本プロジェクトは、グアテマラ国の母子保健改善のニーズ・政策に合致して

おり、妥当性は高い。本件は、対象 3 県の施設レベル及びコミュニティレベル

において、主に研修・機材整備・啓発活動を通じて取り組んでおり、妊産婦死

亡の減少や施設分娩の増加にみられるようにある程度有効性が確認できる。デ



ータ収集・分析から戦略の策定に至るエビデンスに基づいた保健サービスの考

え方が関係者間で定着しつつあることは特筆すべきことである。 

3県関係者は高い主体性・オーナーシップをもってプロジェクト活動を推進し

ている。一方、これまではプロジェクトと保健省本省との関わり合いが十分で

はなかったため、プロジェクトの達成事項・教訓を国レベルに波及する体制が

整えられていない。プロジェクト期間後半では、ローカルスタッフを保健省本

省に配置し、プロジェクトにおいて蓄積された知見・グッドプラクティス等を

定期的に本省と共有して行くよう検討がなされた。 

 

3－5．提言 

・   保健省と 3県保健事務所は、プロジェクトの活動計画と進捗状況に関して

コミュニケーションを強化する。 

・   母親グループの役割と妊産婦の栄養問題は、コミュニティレベルでの活動

では重要であり、引き続き 3 県保健事務所は、保健センター・保健ポストを

拠点とした母親グループの活動拡大、中でも妊産婦栄養についての理解促進

を一層支援すること。 

・   研修の持続性確保のため、3県保健事務所は、プロジェクトで実施する研

修の講師として、西部第三次中核病院の医療従事者の協力を引き続き得るこ

と。 

・  中間レビューの結果を受けて指標や目標値の変更の必要性が確認されたた

め、プロジェクトは PDMを改訂すること。 

 

3－6．教訓 

 妊産婦死亡の改善に関する活動について、妊産婦死亡症例検討会が行政組織

と病院関係者が参画して実施されることによって、妥当な改善策を提案しや

すい。 

 保健施設間のレファラル体制の運用の改善については、全てのレベルの医療

サービス従事者の参画が必要であり、特にレファラル体制の整備と運用を管

理する行政機関と病院がイニシアティブを持ってその運用の改善に取り組

むことが有効である。 

 類似の言語・文化・保健システムを有する他国の先進的事例を学び、比較し

て自国に応用することで効果を上げられる。 

 本件のように地方で展開するプロジェクトは、中央との関係が薄くなりがち

であり、プロジェクトの成果が国レベルに発信・共有されにくい。プロジェ

クトの計画時点から戦略的に中央の巻き込みを確保することが必要である。 

 


