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事業事前評価表

１．案件名

国　名：シエラレオネ共和国

案件名：サポーティブスーパービジョンシステム強化プロジェクト

Project for Strengthening Supportive Supervision System

２．事業の背景と必要性

（１）当該国における保健セクターの現状と課題

シエラレオネ共和国（以下、「シ」国と記す）では、1991 年から続いた内戦が 2002 年に

終結したものの、長引く内戦により国家の経済、社会、保健システムは大きな影響を受け

た。「シ」国の 5 歳未満児死亡率 185（出生 1000 対）1 及び妊産婦死亡率 860（出産 10 万対）2 は、

サブサハラ・アフリカ諸国の平均と比較しても高い 3。2010年、大統領の強いリーダーシップ

により、妊娠中、授乳中の母親、及び 5 歳未満児への保健医療サービスを無料提供する「フ

リーヘルスケア・イニシアティブ」が導入され、加えて、多くの援助機関が母子保健分野へ

の支援を行っていることから、母子保健を含む一次保健医療サービスへのアクセス状況は大

きく改善された。例えば、同イニシアティブ導入後、医療施設を利用する子供の数は 2.5 倍

に増加している 4。しかしながら、保健医療サービスの質についてはまだ十分ではないと考え

られている。その理由としては、急速な患者数の伸びに保健医療サービス提供機関が対応し

きれていない状況があり、その背景には、保健行政及び保健医療サービス提供機関への監督

指導が不十分であり、また監督指導の結果が課題の解決に効果的につながっていないことが

指摘されている 5。このため、単に欠点を指摘する監督指導ではなく、課題の解決につながる

支援も含めたサポーティブスーパービジョン 6 体制強化の取り組みが必要とされている。

（２）当該国における保健セクターの開発政策と本事業の位置づけ

「シ」国政府は、2009 年に策定した国家保健戦略計画（2010 ～ 2015 年）において、全国

民に裨益する国家保健システム及び母子保健サービスの強化という構想の下、サポーティブ

スーパービジョンによる保健サービスの質改善を掲げている 7。また、保健セクターにおける

3 年間の業務資金合同計画（Joint Programme of Work and Funding 2012-2014）においても、保

1　  World DataBank（Level & Trends in Child Mortality. Report 2011. Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality）。
2008 年。

2　 World DataBank（UNICEF, State of the World's Children, Childinfo, and Demographic and Health Surveys by Macro International）。2008 年、

国家推計。
3　 World DataBank にて調査可能なサブサハラ・アフリカ諸国の平均は、それぞれ 111（2008 年、47 カ国）と 528（2006 ～ 2010 年、

28 カ国 34 データ）。
4　 「シ」国保健衛生省（2012 年）“2010 Health Sector Performance Report”, p.9
5　 「シ」国保健衛生省からの要請書（2011 年）。
6　  欠点を指摘する従来型の監督指導に対し、サポーティブスーパービジョンは、被監督者の動機が高まるように、被監督者が自分

自身で課題を解決できるような環境を提供することをめざす。
7　 「シ」国保健衛生省（2009 年）“National Health Sector Strategic Plan 2010-2015”。例えば 19、39 ページ。
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健衛生省による県保健管理局の、そして県保健管理局による保健医療施設の監督指導強化を

推進していくことが明記されている8。

（３）保健セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績

わが国の「対シエラレオネ国事業展開計画（2009 年）」には、援助重点分野として「経済・

社会基盤整備」が掲げられ、同重点分野に位置づけられる「基礎生活サービスの改善プログ

ラム」は保健分野への支援を含んでいる。また、サポーティブスーパービジョンを含む保健

システムの強化は、わが国の「国際保健政策 2011-2015」及び JICA の「保健分野の協力－現

在と未来－（2010 年）」記載の保健協力方針に合致している。

わが国及び JICA は、2008 年から 2011 年まで「シ」国カンビア県において「地域保健改

善プロジェクト（技術協力プロジェクト）」を実施し、県レベルにおけるサポーティブスーパー

ビジョンのツールの作成支援などを行った。その後、個別専門家（保健分野の統合的スーパー

ビジョン強化、2011 ～ 2012 年）を派遣し、中央レベルにおけるツールの作成支援なども行っ

た。

（４）他の援助機関の対応

「シ」国の保健セクターでは、英国国際開発省、国連諸機関、世界銀行、アフリカ開発銀行、

欧州連合などの主要援助機関が、国家保健戦略計画の実施を支援している。これらの協力に

おいても、保健システム強化と母子保健の改善が重視されている。

３．事業概要

（１）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）

本事業は、①全 13 県の県保健管理局に対する保健衛生省の支援能力の強化、②一次医療

施設 9 に対する対象 4 県の県保健管理局の統合的サポーティブスーパービジョン（ISSV）10 サ

イクル 11 実施能力の強化、③対象 4 県の県保健管理局が選定した一次医療施設における母子

保健サービスの改善 12 により、保健衛生省及び 13 県保健管理局による ISSV サイクルの強化

を図り、もってすべての一次医療施設において提供される母子保健サービスの改善に寄与す

るものである。

（２）プロジェクトサイト／対象地域名

成果１（全 13 県の県保健管理局に対する保健衛生省の支援能力強化）に関連する活動の

対象地域は全国。成果２及び３（対象 4 県の県保健管理局の ISSV サイクル強化、及び同 4

8　 「シ」国保健衛生省（2012 年）“Joint Programme of Work and Funding（JPWF）2012-2014”。15、17 ページ。
9　 Peripheral Health Unit（PHU）
10　 統合的サポーティブスーパービジョン（Integrated Supportive Supervision：ISSV）とは、母子保健やマラリアなどの「縦割りプロ

グラム」別に監督指導が実施される従来型のサポーティブスーパービジョンに対し、効率化を図るためにも右プログラムを横断

的に統合したサポーティブスーパービジョンのこと。
11　 本プロジェクトでは、ISSV サイクルを、「事前会議、スーパービジョンのための訪問（訪問指導）、事後会議、活動計画の策定と実施、

次回のスーパービジョン時におけるフィードバック、次年度の年間計画への関連課題の反映」と定義している。
12　  小規模プロジェクトにより実施される予定。
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県保健管理局が選定した一次医療施設における母子保健サービス改善）に関連する活動の対

象地域は、ボンバリ県、トンコリリ県、モヤンバ県、プジョン県の 4 県 13。

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）

保健衛生省内でスーパーバイザーとして選定される省員 14（約 39 名）、全 13 県の県保健管

理局の職員（約 325 名）、全 13 県の一次医療施設の職員（約 3,030 名）、全国の 5 歳未満児（約

95 万人）及び妊産婦・授乳婦（約 23 万人）。

（４）事業スケジュール（協力期間）

2013 年 4 月～ 2017 年 3 月を予定（計 48 カ月）

（５）総事業費（日本側）

約 4.1 億円

（６）相手国側実施機関

保健衛生省（プライマリーヘルス局、政策計画局、母子保健局）及び対象 4 県（ボンバリ

県、トンコリリ県、モヤンバ県、プジョン県）の県保健管理局

（７）投入（インプット）

１）日本側

①専 門家：総括／モニタリング・評価 8 MM（Man Month；人月）、保健システム強化 24 
MM、保健人材開発／教材開発／母子保健 24 MM、業務調整 24 MM

②資機材：車両、バイク、オフィス用品など

③現地活動費：約 7,700 万円

保健衛生省による ISSV 実施に関する交通費（車両レンタル代、燃料代）、ワーク

ショップ／会議費用、ISSV ツールの開発・印刷費用、日本人専門家用の運転手とア

シスタント、日本人専門家用車両の維持管理費用及び燃料代、対象 4 県における小規

模プロジェクトの実施費用など

２）「シ」国側

①カウンターパート（C/P）の人材配置

プロジェクト・ダイレクター：保健衛生省首席医務官

プロジェクト・マネジャー：保健衛生省プライマリーヘルス局長

C/P：政策計画局長、母子保健局長、対象 4 県の県保健管理局長　約 6 名

②保健衛生省内におけるプロジェクト事務所用スペース（執務室）

③ ローカルコスト：保健衛生省及び県保健管理局職員の諸手当（ISSV 実施の際の日当・

宿泊費を含む）、プロジェクト事務所の電気・水・電話などの諸経費、机・イス・棚

13　 対象 4 県は、JICA の安全基準、他の援助機関の活動有無、過去の JICA 事業の有無、県保健管理局の能力を基に、「シ」国側と

協議のうえ選定した。
14　 現時点では、局長、看護師、モニタリング・評価担当官の 3 人×全 13 県で、約 39 名がスーパーバイザーとして選定されること

を想定している。
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などの事務所用家具、対象 4 県の県保健管理局に供与する車両とバイクの利用にかか

る費用（登録料、保険料、維持管理費、運転手代、燃料費等）、成果２及び３に関連

する活動の対象外となる 9 県の県保健管理局に対する ISSV 能力強化に関する費用

（８）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

１）環境に対する影響／用地取得・住民移転

①カテゴリ分類：C
②カテゴリ分類の根拠：環境への望ましくない影響はほとんどないと考えられる。

２）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減

悪影響はほとんどないと考えられる。

３）その他

特になし

（９）関連する援助活動

１）わが国の援助活動

わが国及び JICA は、「地域保健改善プロジェクト（技術協力プロジェクト、2008 ～

2011 年）」及び「保健分野の統合的スーパービジョン強化（個別専門家、2011 ～ 2012 年）」

にて、中央及び県レベルにおけるサポーティブスーパービジョンのツールの作成を支援し

た。今後は、これらのツールの定着及びツールを利用しての保健サービスの質の向上が求

められているところ、本案件の実施が期待されている。

２）他ドナー等の援助活動

ワクチンと予防接種のための世界同盟（GAVI）及び欧州連合／国連児童基金（UNICEF）
が保健システム強化の一環としてサポーティブスーパービジョンを支援する予定がある。

これらの支援が成果２及び３に関連する活動の対象外となる 9 県への支援などにつながれ

ば本事業との相乗効果が期待できる。一方、事業の重複は避けるように留意する。

４．協力の枠組み

（１）協力概要

１）上位目標： 全一次医療施設において提供される母子保健サービスが改善される。

指標：１ ．サービスの利用可能性・準備評価（SARA15）指標の向上（具体的には、訓練

されたサービス従事者の配置状況、母子保健サービス提供のための施設・機材

の整備状況、利用可能な検査や必須医薬品の数などの指標）。

２ ．一次医療施設を対象とした ISSVチェックリスト 16の評点の向上（具体的には、

サービス従事者の母子の健康に関する正しい知識、ワクチンや薬の保管状況、

15　WHO による Service Availability and Readiness Assessment（SARA）。
16　 一次医療施設を対象とした ISSV チェックリストは、マネジメント分野（職員の出席管理、財務・経理、ロジスティックス・

在庫管理など）、プログラム分野〔予防接種、新生児・小児疾患の統合的管理（IMNCI）、栄養、安全な出産とリプロダクティ

ブヘルス、サーベイランス、エイズ、マラリア、結核、顧みられない熱帯病（NTD）など〕、及び保健マネジメント情報シス

テム分野（データの質と在庫管理データ）の 3 分野のチェック項目から構成されている。
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家族計画や産後健診が正しく提供されているか、患者の情報が正しく記録され

ているかなどに関する評点）。

２）プロジェクト目標： 一次医療施設において提供される母子保健サービス改善のために、

保健衛生省及び全 13 県の県保健管理局による ISSV サイクルが強化

される。

指標：１．保健衛生省が ISSV サイクルの全活動を実施する。

２．13 県のうち 10 県の県保健管理局が ISSV サイクルの全活動を実施する。

３ ．県保健管理局を対象とした ISSVチェックリスト 17の評点の向上〔具体的には、

最低限（3 カ月分）のワクチン薬や医薬品を備えているか、妊産婦死亡の事例

を調査しているか、前回のスーパービジョンの結果を一次医療施設にフィード

バックしているかなどに関する評点〕。

３）成果及び活動

成果１：保健衛生省による全 13 県の県保健管理局を支援する能力が強化される。

指標 1-1　 保健衛生省のスーパーバイザーの 90％が十分な ISSV 能力を保有する。（「十

分な ISSV 能力」ついてはプロジェクト開始後に定義する。）

指標 1-2　 保健衛生省によるスーパービジョンの実施・カバー率（100％ 、つまり 13 県

の県保健管理局が、毎年各 4 回、保健衛生省の ISSV スーパーバイザーから

訪問指導を受ける）。

指標 1-3　 各回の ISSV 後に策定される活動計画のうち 80％以上が着手される。

活動 1-1　 保健衛生省が、県保健管理局と一次医療施設を対象とした ISSV ツール（チェッ

クリスト及びガイドライン）を完成させる（ISSV サイクル上の活動を既存の

県保健管理局のチェックリストに織り込む）。

活動 1-2　 保健衛生省がツール（チェックリスト、ガイドライン）を印刷し、関係機関

に配布する。

活動 1-3　 保健衛生省が日本人専門家と共に、保健衛生省スーパーバイザーの能力を強

化する。

活動 1-4　 保健衛生省スーパーバイザーが 13 県の県保健管理局に対して新 ISSV ツール

導入の指導をする。

活動 1-5　 ガイドラインに従って、保健衛生省が関連部局の参加を得て定期的に 13 県の

県保健管理局への ISSV を実施する〔事前会議、訪問指導、事後会議、活動

計画の作成と実施、その結果に関する県保健管理局へのフィードバック（次

回スーパービジョン時）を含む〕。

活動 1-6　 毎回の ISSV 実施後、必要に応じて、保健衛生省幹部（Top Management Team：

TMT）が保健衛生省の活動計画を協議・承認し、その実施担当部署を任命す

る。

活動 1-7　 保健衛生省年次計画立案時に、保健衛生省政策計画局が、ISSV によって明ら

17　 県保健管理局を対象とした ISSV チェックリストは、マネジメント分野（人事、スーパービジョン、財務、保健管理情報システム、

在庫管理、建設プロジェクトなど）及びプログラム分野（予防接種、周産期・リプロダクティブヘルスケア、栄養、伝染病、マ

ラリアなど）の 2 分野のチェック項目から構成されている。
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かになった課題を次年度年間計画に反映させる。

活動 1-8　 保健衛生省が、県保健管理局に対する ISSV の記録や保健衛生省の活動計画

実施状況に関する情報管理システムを構築する。

活動 1-9　 保健衛生省が本プロジェクトの運営に関する定期的な会合を開催する（合同

調整委員会、運営委員会）。

活動 1-10　 保健衛生省 と日本人専門家がプロジェクトの進捗を合同でモニターする（保

健衛生省スーパーバイザーの能力評価、ISSV の結果や活動計画の実施状況

のモニタリングを含む）。

活動 1-11　 保健衛生省が 13 県の県保健管理局と経験共有の場を設ける（例：13 県を対

象としたワークショップや相互訪問など）。

成果２： 対象 4 県の県保健管理局において一次医療施設を対象とする ISSV サイクルが

強化される。

指標 2-1　 対象 4 県の県保健管理局によるスーパービジョンの実施・カバー率（100％、

つまり対象 4 県における一次医療施設が、毎年 2 回以上、県保健管理局から

訪問指導を受ける。）

指標 2-2　 本プロジェクト協力期間中における活動計画 18 の実施率の向上。

指標 2-3　 発見された課題が次年度の県年間計画に反映される。

活動 2-1　 対象県保健管理局が、保健衛生省策定の一次医療施設を対象とする ISSV
チェックリストを必要に応じて改良する。

活動 2-2　 対象県保健管理局が、新 ISSV ツール（成果１の活動 1-1 及び成果２の活動

2-1 参照）の使用方法について関連職員に徹底させる。

活動 2-3　 対象県保健管理局が、一次医療施設を対象とした ISSV を新 ISSV ツールに基

づいて実施する〔事前会議、訪問指導、事後会議、活動計画作成と実施、そ

の結果に関する一次医療施設へのフィードバック（次回スーパービジョン時）

を含む〕。

活動 2-4　 対象県保健管理局が、ISSV によって明らかにされた課題を次年度の年次計画

に反映する。

活動 2-5　 上記の活動③の実施のために、保健衛生省スーパーバイザー及び日本人専

門家が対象県保健管理局に対して〔プロジェクト・サイクル・マネジメント

（PCM）研修などの〕技術的支援を行う。

成果３： 小規模プロジェクトを通して、対象 4 県の県保健管理局が選定した一次医療施

設において提供される母子保健サービスが改善される。

指標　  選定された一次医療施設において、小規模プロジェクトの内容と合致した母子

保健関連指標が改善される（右指標はプロジェクト開始後に設定する。例えば、

新生児・小児疾患の統合的管理（IMNCI）における第一選択薬の在庫切れ発生率、

18　スーパービジョンの結果を受けて今後の改善のために策定される計画。活動計画策定は ISSV サイクルの一部。
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一次医療施設におけるワクチンの在庫状況、周産期ケアの利用の増加、サービ

ス提供者の技術的能力に関連する指標など）。

活動 3-1　 対象県保健管理局が、保健衛生省スーパーバイザー及び日本人専門家と協議

のうえ、ISSV によって明らかになった母子保健に関する課題を解決するため

の小規模プロジェクトを設定する。

活動 3-2　 日本人専門家の支援の下、対象県保健管理局が小規模プロジェクトを実施す

る。

活動 3-3　 対象県保健管理局が、小規模プロジェクトの進捗とその効果をモニタリング

する。

４）プロジェクト実施上の留意点

・ 保健衛生省と日本人専門家による共同モニタリング体制を構築し、プロジェクト開始後

6 カ月以内に、指標の選択、ベースライン値の確認及び目標値の設定を行う。

・ サポーティブスーパービジョンの支援を計画する他の援助機関と連携し、活動の重複を

避け、リソースの効率的な活用を図る。

・ 「シ」国の保健セクターには多くの援助予算が流入しているため、他の援助機関による

支援を注視する。

・ プロジェクト目標の達成には、成果２及び成果３の活動の対象外となる 9 県の県保健管

理局の能力が、成果１を通じて強化されることが必要となる。したがって、同 9 県の状

況を注視し、その状況に応じて、全県の県保健管理局間の競争・表彰制度や対象 4 県の

経験の全県共有などを実施する。

（２）その他インパクト

特になし

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール）

（１）事業実施のための前提

・政治的安定及び治安が保持される。

・ISSV の重要性に関する理解が保健衛生省内において維持される。

（２）成果達成のための外部条件

・予定されている保健衛生省の改革が、プロジェクト実施に大きな影響を及ぼさない。

（３）プロジェクト目標達成のための外部条件

・ 保健衛生省及び他の援助機関による保健分野へのリソース（予算／資機材／人材 等）が

継続的に提供される。

・ 本プロジェクトの成果２及び３に関する活動の対象外となる 9 県における ISSV サイクル

が保健衛生省または他の援助機関の支援により強化される。
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（４）上位目標達成のための外部条件

・ 保健衛生省及び他の援助機関によるリソース（予算／資機材／人材 等）が継続的に提供

される。

６．評価結果

本事業は、「シ」国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計

画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用

「シ」国カンビア県を対象とした「地域保健改善プロジェクト（2008 ～ 2011 年）」においては、

プロジェクトが、効果が目に見えにくいマネジメント能力の強化のため、活動計画に対して小規

模資金を投入し、C/P のモチベーションを高めてオーナーシップを醸成した。本案件においても、

ISSV サイクルの実現を確実にしてその成果を発現させるため、成果３に関連して同様の取り組

み（小規模プロジェクト）を実施する。

８．今後の評価計画

（１）今後の評価に用いる主な指標

４．（１）のとおり。

（２）今後の評価計画

事業開始 6 カ月以内　　ベースライン調査

事業中間時点 中間レビュー

事業終了 6 カ月前 終了時評価

事業終了 3 年後 事後評価


