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１－１　協力の背景と概要

セネガル共和国（以下、「セネガル」と記す）は国家保健開発計画（PNDS、2009 ～ 2018 年）

において、ミレニアム開発目標（MDGs）の到達をめざしており、①妊婦、新生児、乳幼児・青

少年の疾病率と死亡率という負荷の軽減、②疾病予防と対策の効果・効率性の向上、③保健シ

ステムの持続的強化、④保健セクターのガバナンス改善の 4 つの戦略を設定している。タンバ

クンダ州及びケドゥグ州はセネガル東南部に位置し、約 20 万 km2 の国土の約 1/3 を占める広大

な州であるが、貧困州のひとつでもあり（貧困率全国平均 49％、タンバクンダ州・ケドゥグ州

56％）、5 歳未満時死亡率等の主要な保健指標も総じて悪い。日本は、2005 年にセネガルととも

に同 2 州を日本の保健分野の協力の重点地域と設定し、2007 年から保健社会活動省（MHSA）

とともに「タンバクンダ州及びケドゥグ州保健システム強化プログラム（2007 ～ 2011）」を実

施しており、同プログラムの中核的なコンポーネントのひとつとして、セネガル政府からの要

請に基づき、JICA はタンバクンダ州及びケドゥグ州を対象とした技術協力プロジェクト ｢ タ

ンバクンダ州及びケドゥグ州保健システムマネジメント強化プロジェクト ｣ を MHSA、タンバ

クンダ州医務局 ･ ケドゥグ州医務局をカウンターパート（C/P）機関として、2011 年 3 月から

2014 年 2 月までの 3 年間の予定で実施中である。同プロジェクトは計画策定やモニタリング・

評価、リソース管理等、主に人、モノ等のマネジメント能力を向上させ、ひいては医療現場で

提供される保健医療サービスの質の改善を図ることを目的に実施しており、5 名の専門家（チー

フアドバイザー、5S-KAIZEN-TQM、保健システム、モニタリング・評価１、モニタリング・

評価２）を派遣中である。

１－２　協力内容

（１）上位目標

タンバクンダ州およびケドゥグ州の住民の健康状態が向上する。

（２）プロジェクト目標

タンバクンダ州およびケドゥグ州の州医務局および保健区において、成果重視マネジメ

ント能力が強化される。

（３）成果

１ ）州医務局および保健区における計画策定およびモニタリング評価（M&E）の能力が向

上する。

１．案件の概要

国名：セネガル共和国 案件名： タンバクンダ州及びケドゥグ州保健システムマネ

ジメント強化プロジェクト

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：セネガル事務所 協力金額（評価時点）：約 3.0 億円

協力期間 2011 年 3 月～ 2014 年 2 月

（3 年間）

先方関係機関： 保健社会活動省（MHSA）、タンバクンダ

州及びケドゥグ州医務局

日本側関係機関：なし

評価調査結果要約表
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２ ）州医務局および保健区のリソース（人材、会計・財務、医薬品・医療資機材、施設・

設備）管理能力が向上する。

３）プロジェクトの経験がタンバクンダ州およびケドゥグ州内外で共有される。

（４）投入（評価時点）

【日本側】

専門家派遣　10 名（総括／成果マネジメント／保健計画策定／財務管理、副総括／

5S-KAIZEN-TQM、モニタリング・評価１、モニタリング・評価２、モニタリング・評価

３、保健情報システム）

機材供与　車両、コンピュータ、プロジェクター、プリンター、コピー機など

ローカルコスト負担　約 7,560 万円

【セネガル側】

C/P　7 人 （MHSA の保健総局長、プライマリ・ヘルス・ケア部局長、調査計画・統計計画局

長、質プログラムコーディネーター、保健施設局長、タンバクンダ州及びケドゥグ州の州

医務局長）

プロジェクト執務室（ダカール、タンバクンダ州）及び執務室の水道光熱費等の負担

３－１　実績の確認（成果の達成度）

（１）成果１： 州医務局および保健区における計画策定およびモニタリング評価（M&E）の能力

が向上する。

・ 成果 1 に対する達成度は、「PTA 運用ガイドライン」の開発、研修及び PTA 策定の実

施により、比較的高いといえる。（PTA とは、Plan de Travail Annuel、年間活動計画の

こと。MHSA 各局や各保健センター等が毎年策定することになっているが、必ずしも

適切に策定・運用されてこなかった。）

・ 2012 年 8 月から同年 10 月までの期間で、2 州の州医務局、州公共機関、10 カ所の保

健区のマネジメントチームメンバー全員（81 人）が最終版 PTA ガイドラインを用いて

の研修を受講した。

・ 計画策定とモニタリング・評価の能力を改善するために必要なシステムが提案されて

いるが、そのシステムの内容等について専門家側と C/P 側とでの合意形成が要求され

ている。

（２）成果２： 州医務局および保健区のリソース（人材、会計・財務、医薬品・医療資機材、施設・

設備）管理能力が向上する。

２．調査団の概要

調査者 （担当分野：氏名、所属、職位）

（セネガル側） 総　　括：Dr. Papa Amadou DIACK　MHSA 保健総局　局長

評価分析：Mme. Gacko Ndèye Mingué NDIAYE　MHSA 保健総局

（日本側） 団　　長：柴田　和直　JICA セネガル事務所　次長

評価分析：渡慶次　重美　（有）国際環境科学研究所　コンサルタント

協力企画：浅川　祐華　JICA セネガル事務所　所員

調査期間 2012 年 11 月 30 日～同年 12 月 12 日 評価種類：中間レビュー

３．評価結果の概要
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・ 成果２に対する達成度は、リソース管理のツール活用ガイド作成や保健ポストでの実

践、5S 実践マニュアルや 5S 実践講師用ガイドラインの作成及びタンバクンダ保健セ

ンター及びケドゥグ保健センターでの 5S 活動の実践などにより、高いといえる。

・ 3 つのリソース管理ツール活用ガイド（人材、医薬品及び保健情報活用）が作成された。

・ 2012 年 10 月現在、州医務局と保健区のマネジメントチームメンバーの 47％（81 人中

38 人）がリソース管理研修を受講した。

・ 保健ポストでのリソース管理改善のための能力強化に係るコンポーネントが提案、導

入されているが、能力強化のためのシステムの内容について専門家側と C/P 側とでの

合意形成が必要となっている。

（３）成果３： プロジェクトの経験がタンバクンダ州およびケドゥグ州内外で共有される。

・ 成果３に対する達成度は、プロジェクトが中間期間であるにもかかわらず、非常に高

いといえる。

・ MHSA の公式文書として承認された「PTA 運用ガイドライン」と「PTA 研修実施ガイ

ドライン」が本プロジェクト対象州を除く全 12 州〔USAID、ベルギー技術協力機構

（CTB）、世界基金（Global Fund）が支援〕において、2013 年 PTA 策定のための研修や

同策定作業の際に使用されている。

３－２　評価調査の要約

（１）妥当性

プロジェクトの妥当性は高い。

・ 本プロジェクトは、「成果重視マネジメントの強化」を目標としており、セネガルの国

家保健開発計画（PNDS、2009 ～ 2018）の柱のひとつである「ガバナンスの改善」の

戦略に沿っている。

・ プロジェクトの対象地域であるタンバグンダ州及びケドゥグ州は、セネガル国内で貧

困率の高い州であり、保健指標が比較的悪く、開発パートナーによる支援も十分でな

い。このような州において、州医務局や保健区のマネジメント能力を強化するという

本プロジェクトの取り組みは地域格差を是正することへの貢献が可能であり、セネガ

ル側のニーズに合致している。

・ 本プロジェクトは、日本の政府開発援助（ODA）の政策に沿っており、「対セネガル共

和国国別援助方針」の重点分野のひとつである「基礎的社会サービスの向上」に合致

している。

・ 本プロジェクトは、母子保健サービスの向上を目標とした、保健センターの建設、妊

産婦ケア改善のための技プロ、助産師等協力隊の派遣などを組みあわせた「保健シス

テム強化プログラム」を構成する中核的なコンポーネントのひとつである。

（２）有効性

プロジェクトの有効性は高い。

・ プロジェクト目標「タンバクンダ州及びケドゥグ州の州医務局および保健区において、

成果重視マネジメント能力が強化される」が達成される見込みは高い。

・ 3 つの成果：2 州の州医務局や保健区における PTA の策定、モニタリング・評価能力

の強化（成果１）、5S 活動等を通じたリソース（人材管理、医薬品管理及び保健情報

活用）管理能力の強化（成果２）、ガイドラインやマニュアル、管理ツール活用ガイ
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ドを適用し、他州とで共有する（成果３）が達成されることにより、より効率的な人

材・医薬品・情報の管理と活用が可能となり、達成すべき成果に向けた計画的な活動

の実施、及びモニタリング・評価のための能力が向上すると考えられることから、プ

ロジェクト目標は十分に達成できる。

（３）効率性

プロジェクトの効率性は高い。

・ 既に多くの成果を発現しており、適切な質、量の投入が寄与したと評価できる。

・ 十分な日本人専門家が派遣されている（計 10 名、62MM）。PTA 作成、5S 活動及び

リソース管理活動に関して 61 回の会議、研修及びワークショップなどが実施されて

おり、中央と地方双方の C/P を巻き込んだ参加型アプローチが顕著な成果発現につな

がっている。

・ プロジェクトは、これまでの 1 年 10 カ月ほどの協力期間において 10 種類のガイドラ

イン、マニュアルなどを作成し、他の州でも活用されるなどの成果を出している

・ プロジェクトの活動に影響を及ぼしている要因として、保健ポスト及び保健センター

からの保健情報の報告に係る公務員のストライキ、4 カ所の保健センター（日本の無償

資金協力で建設した 2 センターを含む）の未稼働（電気や水道の未整備、新センター

への未移転）がある。

（４）インパクト

プロジェクトのインパクトは非常に高い。

・ 州医務局や保健区の職員が、プロジェクトが開催した研修やワークショップに参加し

たことにより、PTA 策定、モニタリング ･ 評価のための能力が向上したことを挙げて

いる。

・ 保健センターや保健ポストの職員へのインタビュー結果より、5S 活動やリソース管理

手法の導入以降、彼らの執務行動や業務効率、職場環境が改善されたことが判明した。

・ タンバクンダ州の保健人材養成センターにて、プロジェクトで開発されたガイドライ

ンやツールが医療従事者育成カリキュラムのなかに取り込まれ、より効率的なリソー

ス管理手法等を身に付けた医療従事者が育成されつつある。

・ PTA 運用ガイドラインが全国レベルで普及されつつある。2012 年の 8 月に公式文書

として MHSA に承認されたのち、プロジェクト対象外の 12 州においても、USAID、

CTB 及び Global Fund などの開発パートナーの支援により、PTA 運用ガイドラインを

活用した研修が実施されている。これはプロジェクト開始後 2 年弱で、プロジェクト

の成果が全国レベルまで波及される予想以上の成果といえる。さらに、プロジェクト

が導入している 5S 活動やリソース管理手法が保健センターや保健ポストにおいて適用

され、普及すれば、プロジェクトによるインパクトは増加することが見込まれる。

（５）持続性

１）政策 ･ 制度面での持続性：比較的高い。

・ 「保健システムマネジメントの強化」はセネガル国家保健開発計画（PNDS）の優先戦

略のひとつである。州医務局と保健区での計画、モニタリング・評価マネジメント能

力の強化は、効果的な保健医療サービスを患者に提供するために必須の要素である。

・ 公式文書として承認されている PTA 運用ガイドラインは、MHSA 計画局のイニシア
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ティブの下で全国への普及が開始されており、今後も活用されると考えられる。

２）組織・財政面での持続性：課題が残る。

・ ガイドラインやツールの活用については州・保健区レベルで継続して実施でき、一部

の保健区が 5S 活動の財源支援を実施している。しかし、PTA に基づく活動のモニタリ

ング・評価やスーパービジョンのための資金が確保されていないことから、MHSA が

予算を計上していくことが必要となる。

３）技術面での持続性：高い。

・ PTA 策定、5S 活動やリソース管理に関する研修モジュールはスタッフが代わっても現

存する講師や研修を受講したスタッフで継続できるようにデザインされている。また、

C/P の技術・能力はプロジェクト終了後には自力で活動を継続できる水準に達すると予

想される。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容

プロジェクト開始後に実施した Baseline assessment の結果を受けて、活動内容に応じ、

柔軟に専門家の派遣を調整し、その活動結果が成果として発現した。

（２）実施プロセス

本プロジェクトの特徴のひとつに、徹底した参加型アプローチがとられている点が挙げ

られる。PTA、5S 及びリソース管理に関する戦略及び文書の作成、作成から実践に至るま

でには 63 回の会議、研修及びワークショップなどが実施され、中央と地方、双方の C/P を

巻き込んだ参加型アプローチが実践されており、これが前述した顕著な成果につながって

いる（詳細は付属資料 10 を参照）。これらは同時に、セネガル側の実施上のオーナシップ

を発揮できる良い機会を提供してもいる。本調査のインタビューにおいても、中央レベル

での C/P のオーナシップ感や本プロジェクトへの積極的参加満足度が確認された。

３－４　問題を惹起した要因

（１）計画内容

プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）にある活動の具体的な進め方や、計画

策定、モニタリング・評価及びリソース管理に係る能力向上の「システム」構築に関して、

日本人専門家と一部の C/P との間での共通認識形成が不十分であった。

（２）実施プロセス

現時点では該当する点はなし。

３－５　結　論

プロジェクトはおおむね計画どおりに進捗しており、評価５項目の観点からも高い評価を与

えられる。プロジェクトは対象州の州医務局を含む現場関係者のみならず常に MHSA 関係者を

巻き込んで活動を進めており、年間計画策定ガイドライン等が既に MHSA の公式文書として承

認され、対象州以外でも同ガイドラインを活用した計画策定が進められているなどの成果・イ

ンパクトが確認された。また、保健センターや保健ポストにおいて、5S 活動の推進により業務

が効率的に進められるようになり、結果的に医療サービスの質の向上にもつながっていること

は特記すべきインパクトと考えられる。
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３－６　提　言

（１）ワーキンググループ（Groupe de Travail）の設置

プロジェクト関係者内でより良い調整の下に活動を進めるため、活動の方向性の検討、

オペレーションプランの作成、中核的な関係者間（特にプロジェクトマネジャー、プロジェ

クトディレクター、日本人専門家）のテクニカルな調整、合同調整委員会（JCC）での決

定事項の具体化等を目的に、ワーキンググループを設置することが推奨される。

（２）活動計画（Plan of Operations：PO）の作成

PDM にある活動の具体的な進め方につき、必ずしもプロジェクト関係者間で共通認識が

形成されていないため、上記ワーキンググループメンバーで明確な PO を作成することが

必要である。なお、現状では、PO は詳細計画策定調査時に作成された version 0 しか存在

していない。本プロジェクト委託先が、プロポーザル提出時に同 PO とは大きく異なる PO
を提案し、それをベースに契約が締結されたことから、PO は委託先が作成している業務フ

ローチャートに代替されてきた。ただし、同フローチャートは PO に代わる十分なもので

はないのが実情。

（３ ）計画策定、モニタリング・評価及びリソース管理に係る能力向上の「システム」構築

これまでの活動において、上記能力向上のためのツールとしてガイドラインやマニュア

ルが整備されてきているが、成果達成の指標とされている能力向上のための「システム」

構築に関し、そのアプローチやフレームワーク、持続的な運用方法などの詳細が決定して

いないため、ワーキンググループで議論し、プロジェクト関係者内でコンセンサスを形成

する必要がある。

（４）医療資機材及び施設の管理

成果２のリソース管理能力向上に関しては、保健センターにおける 5S の導入が進められ

ており、2013 年 1 月には財務管理に係る研修の実施が予定されている。他方、医療資機材

及び施設の管理に対してどのように取り組むかをワーキンググループで議論することが必

要である。なお、併せて、医療資機材及び施設のメンテナンスは本プロジェクトの活動に

含まれないことが確認された。

（５）保健ポストレベルでの活動

保健ポストはプロジェクトの直接受益対象ではないものの、これまで 2 つの保健区の保

健ポストにおいてプロジェクトが開発したリソース管理ツールが導入されており、成果が

確認されているところ、プロジェクトで取り扱う対象（保健ポスト数）や範囲を明確にす

る必要があるものの、係る活動を他の保健ポストに普及させることを検討することが望ま

しい。

（６）保健情報システムへの介入

保健情報報告に係る公務員のストライキが継続しているものの、保健センター及び保健

ポストでは保健情報の収集・分析が行われているところ、意思決定のために保健情報を更

に効果的に活用する能力を向上するための活動を強化することが望ましい。ただし、州及

び保健区への保健情報の報告がなされておらず、情報分析活動には大きな制約があるため、

係るレベルへの介入はストライキの情勢により慎重に進められるべきである。
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（７）リソース管理に係る法・規制の側面の取り扱い

PDM では、リソース管理改善に係る計画及びモニタリング・評価は既存の法や規制に従

う形で、ガイドラインやツールに基づき実施されることになっているが、これまでにプロ

ジェクトで開発されたマニュアルでは法・規制の観点は十分にカバーされないため、この

観点をどのように取り入れ対応していくかをワーキンググループで議論する必要がある。

３－７　教　訓

（１ ）本プロジェクトはタンバクンダ州及びケドゥグ州を対象にしているものの、同州の C/P
だけでなく、MHSA の C/P も常に巻き込んで活動を進めている。これまで策定されたガイ

ドラインやマニュアルの策定過程でも、双方関係者のコメントや提案が反映されてきた。

その結果、プロジェクトが策定した文書の一部は既に中央政府レベルで承認されたものと

なっている。したがって、対象の地方政府だけでなく中央政府も同時に巻き込んで活動を

進めるアプローチは、相手国政府のオーナーシップの醸成や中央政府レベルでの承認を得

た成果を早い時期から残していくことに効果的である。

（２ ）プロジェクト活動が順調に進んでいる場合でも、C/P と日本人専門家が活動方針や PO に

関する共通認識をもてていることを担保するため、お互いの相互理解の確保に常に配慮す

ることが不可欠である。


