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事業事前評価表 

 

1. 案件名 

国名：  ボリビア多民族国 

案件名：（和）ポトシ県母子保健ネットワーク強化プロジェクト 

  （英）Mother and Child Health Network Improvement Project in Potosi 

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 

 ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」という。）は、中南米においてハイ

チに次いで妊産婦死亡率や乳幼児死亡率が高い。これらは過酷な環境に居住し

ている先住民や妊産婦や乳幼児に対して基礎的なケアが提供できないこと、保

健医療施設の不足および既存施設の管理が不十分なこと、女性の意思決定権が

世帯内で制限されており適時に医療サービスが受けられないことなど、複合的

な背景に起因するものと見られている。 

 妊産婦死亡率は、2003 年の 229（対出生 10 万）から 2008 年の 222（対出生

10 万）出生へと微減に留まり、ミレニアム開発目標の 104（対出生 10 万）の達

成は困難と見られている（統計情報 ENDSA: Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud）。妊産婦死亡の過半は自宅分娩時に、約 4割は施設分娩時に発生して

いる。過去に実施された調査によれば妊産婦死亡率の削減は、妊産婦が保健医

療施設を適切に利用すること、更には質の高い妊産婦ケアが提供されることで

実現できると考えられる。しかし留意すべき点は、居住地、教育水準、民族な

どによる格差が大きいことである。 

 乳幼児死亡率は、2003 年の 75（対出生 1,000）から 2008 年の 63（対出生 1,000）

へと減少し、ミレニアム開発目標の 47（対出生 1,000）に近づいている。他方、

新生児死亡率は 2003 年の 27（対出生 1,000）から全く変化していない。乳幼児

の健康に関しても、家計所得、母親の教育水準、居住地などによる格差が大き

い（統計情報 ENDSA）。 

 ボリビアの中でもポトシ県（合計40市、面積118,218㎞2、人口密度15人/km2、

11保健医療ネットワーク、518保健医療施設）は、保健医療施設へのアクセスが

容易な都市部がある一方、高地高原地域では広域に亘り同施設が建設されてい

ないため、住民が保健医療サービスを享受しやすい環境ではない。ポトシ県の

母子を取り巻く環境は非常に厳しく、妊産婦死亡率352（対出生10万）、乳幼児

死亡率126（対出生1,000）共に、全国で最も指数が高く、さらには乳幼児の慢

性栄養不良率は全国平均の約2倍（43.7％）であることが確認できる（統計情報

ENDSA）。 

 ポトシ県南西部に位置するトゥピサ保健医療ネットワークとウユニ保健医療
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ネットワークは、合計11市、面積約77,865㎞2（ポトシ県の65.8％）を占めてお

り、ポトシ県全体の約20％（98公共保健医療施設）の保健医療施設が存在する。

しかし両保健医療ネットワークの医療従事者の割合は、ポトシ県全体と比較し

て医師13％（18）、看護師13％（30）、そして准看護師20％（137）であり、恒

常的な医師と看護師の不足に加え、医療知識・技術が十分ではない准看護師が

住民の健康を一義的に担う役割を果たしている。またポトシ県の全保健医療ネ

ットワークの母子保健指数と比較して、妊産婦死亡率はトゥピサ保健医療ネッ

トワーク321（対出生 10万）と2番目、ウユニ保健医療ネットワーク245（対出

生 10万）と4番目に高く、また乳幼児死亡率はウユニ保健医療ネットワーク16

（対出生 1,000）が4番目、トゥピサ保健医療ネットワーク7（対出生 1,000）

は6番目に高い（2011年 ポトシ県保健局データ）。以上より両保健医療ネット

ワークの母子保健指数は、ポトシ県保健医療ネットワークの中でも下位に位置

することが確認できる。 

 両保健医療ネットワークではケチュア系先住民が約10割と推計されており、

高地高原地域の中でも適切なサービスを受けられない人々が多く居住する地域

である。この状況を改善する目的で保健省は、保健医療の享受できない住民を

意識した上、疾病予防に主眼をおいた、公衆衛生上の課題に対する地域での取

り組みを推進している。しかしその活動の成果が十分に発揮されていない地域

もあり、その理由は課題を抽出するための活動方法を住民が熟知していない、

地域の現況を掌握するために必要な保健情報が正確に収集できておらず、抽出

された課題に対する疫学的な検証ができないなどの状況が確認されている。 

 以上のポトシ県南西部の保健医療事情を鑑み、これまでに実施されたコチャ

バンバ県、サンタクルス県、ラパス県での保健プロジェクトを先行事例として

我が国は、「医療技術の向上委員会の結成」、「住民参加活動の導入」、「保

健情報分析の実施」、「適切な患者紹介・搬送をするための技術力の強化」、

「医療機材の保全技術の向上」の5点の活動を導入し、現況の改善を行う。 

（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付け 

 母子を取り巻く厳しい保健・衛生環境、またミレニアム開発目標なども踏ま

えて 2000 年以来の歴代政権は、母子保健分野を保健セクターの最重要課題とし

てきた。2006 年に発足した現政権も、「保健セクター開発計画（2010～20 年）」

の中で保健医療サービスへのユニバーサルアクセスに主眼を置いた多文化コミ

ュニティ家族保健政策（以下、「SAFCI」という。）や保健システムを支える

社会組織の強化に重点を置くだけではなく、「妊産婦と新生児の健康向上のた

めの国家戦略計画（2009～15 年）」を策定しており、新生児から思春期までの

包括的な健康管理など具体的な対策を講じている。 

 本プロジェクトは、「保健セクター開発政計画」で強調されるユニバーサル
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アクセスと社会組織の強化を意識した内容であり、対象地域で保健政策の実現

の一助を担う事業として位置づけられる。 

（３）保健セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

 我が国は、ボリビアの保健セクターへ 30 年以上に亘り協力しており、地域保

健や母子保健の向上に貢献する技術協力や無償資金協力を多く実施している。 

  2012 年に策定された我が国の「対ボリビア国別援助計画」では、援助重点分

野「人材育成を中心とした社会開発」、そして開発課題「保健・医療」を掲げ

ている。その中では、主に妊産婦死亡率や乳幼児死亡率の削減に焦点をあて、

保健医療ネットワークの強化を支援する基本方針が示されている。また、開発

課題に取り組むための具体的な協力プログラムとして「母と子どもの健康に焦

点をあてた地域保健医療ネットワーク強化プログラム(PROFORSA、2008 年

～)」が定められており、本プロジェクトは同プログラムに位置づけられている。

なお「保健医療ネットワーク」とは、住民が保健医療を享受できる環境・体制

に加え、第一次、二次、三次レベルの保健施設全体が、レファラル及びカウン

ターレファラルシステム（適切な患者紹介・搬送システム）で相互に結びつい

たものであり、複数の地方自治体（市町村）に跨って構成されるサービス提供

の単位を指すものである。 

（４）他の援助機関の対応 

 ミレニアム開発課題の中でも目標の達成が危ぶまれている妊産婦死亡の減少

を目指し、米州開発銀行(以下、「IDB」という。)やベルギー、イタリアを含む、

多くの開発パートナーが同課題分野に対する支援を展開している。ポトシ県に

おいては、IDB、世界銀行のほか、国連児童基金、国連人口基金（以下、「UNFPA」

という。）、国連開発計画の国際機関、そしてカナダ、フランス、ベルギー、

イタリアなどの二国間援助機関や NGO が、セクシュアル・リプロダクティブヘ

ルスの分野で活動を行っている。 

 

3．事業概要 

（１）事業目的（協力プログラムにおける位置付けを含む） 

 本プロジェクトは、ポトシ県トゥピサ保健医療ネットワーク、ウユニ保健医

療ネットワークで、①妊婦と乳幼児に対する保健医療従事者の診療技術力・解

決能力の向上、②コミュニティの抱える問題やニーズの発掘・解決に向けての

プロセスの構築、③公共政策の策定時に信頼ある保健情報の活用の3点により、

対象地域の妊婦と乳幼児の健康リスクの低減を図り、ポトシ県の母子の健康状

態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 

 プロジェクトサイトは以下の通り。なおプロジェクトサイトの人口（90,315
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人）は、ポトシ県の人口（793,870 人）の約 12％である。 

① トゥピサ保健医療ネットワークの５市（トゥピサ市、アトチャ市、モヒ

ネテ市、サン・パブロ・デ・リペス市、サン・アントニオ・デ・エスモ

ルコ市）、人口 50,679 人 

② ウユニ保健医療ネットワークの６市（ウユニ市、コルチャ・カ市、サン・

ペドロ・デ・ケメス市、ジカ市、タウア市、サン・アグスティン市）、

人口 39,636 人 

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

 対象保健医療ネットワークに勤務する、医師を含む保健医療従事者 約 250人。

また対象保健医療ネットワークに住む出産可能年齢の女性（15-45 歳）約 2万 1

千人、乳幼児約 1万 1千人。 

（４）事業スケジュール（協力期間） 

 2013 年 1 月 ～2016 年 12 月（計 48 ヶ月）  

（５）総事業費（日本側） 

 約 2.8 億円 

（６）相手側実施機関 

 保健スポーツ省企画局、ポトシ県庁保健局 

（７）投入（インプット） 

① 日本側 

ア) 長期専門家：チーフアドバイザー／地域保健、業務調整／プロジェクト

 管理 各 48M/M 

イ) 短期専門家：プロジェクトの効果的な実施のため、必要に応じて小児科、

 産科、地域保健、医療廃棄物処理、医療機材保全分野について必要に応

 じて派遣予定 

ウ) 研修員受入：必要に応じて小児科、産科、地域保健などについて本邦研

 修 

エ) ローカルコンサルタント：12 名（必要に応じて雇用予定） 

オ) 機材供与：車両、事務用機器等（必要に応じて供与予定） 

カ) 現地活動費  

② ボリビア側 

ア) カウンターパートの配置（ポトシ県保健局より配置） 

イ) カウンターパートの経費（給与・旅費など） 

ウ) プロジェクト事務所活動に必要なスペースの提供 

エ) プロジェクト事務所の維持経費など 

オ) 活動に必要な経費 

カ) 医療機材の維持管理・保全用のインフラとツール 
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キ) 住民の事業への関与 

（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 

ア) カテゴリ分類（C） 

イ) カテゴリ分類の根拠 

 本プロジェクトによる環境への影響等はない。 

② ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

 特になし 

（９）関連する援助活動 

① 我が国の援助活動 

 「母と子どもの健康に焦点をあてた地域保健医療ネットワーク強化プログ

ラム(PROFORSA、2008 年～)」のもと、ラパス県、サンタクルス県、コチ

ャバンバ県、ベニ県、パンド県の 5県を対象地域として、母子の健康状態の

総合的な改善に取り組んできており、技術的な知見を蓄積している。加えて

ラパス県、サンタクルス県、コチャバンバ県へ看護師の協力隊員を継続的に

派遣している。またトゥピサ保健医療ネットワークへ、看護師、保健師、助

産師、栄養士、保育士、臨床工学技士などの協力隊員のチーム派遣を検討中

である。協力隊員のチーム派遣が実現した場合、本プロジェクトとの相乗効

果により妊産婦と乳幼児の健康状態、そして住民の生活環境の改善が大いに

期待される。 

② 他開発パートナー等の援助活動 

 ポトシ県においては、複数の開発パートナーが母子保健の分野で協力を展

開しているものの、ウユニとトゥピサの両保健医療ネットワークで妊産婦・

新生児・小児ケアのサービス強化に焦点をあてた技術支援をしているパート

ナーは UNFPA のみであり、トゥピサ保健医療ネットワークで思春期の青年

のケアに対する保健人材の訓練や伝統的産婆に対する出産技術の訓練を支

援している。 

 IDB によるポトシ県への協力プログラムは 3 案件で構成され、多くは施設

の建設・拡張・改善や機材の整備に充てられる。そのため緊急産科・新生児

ケアに関する人材研修やレファレル・カウンターレファレルシステム強化、

保健医療ネットワークのマネージメント強化などの点で、我が国による技術

支援が求められている。事業の展開に際しては、我が国と IDB との協力の投

入時期が重なることも想定されるため、双方の事業の進捗状況に留意する。

IDB 事業の活動時期が本プロジェクトよりも遅れる可能性は否定できないが、

その場合は事業で開発された実施要領や教材などの共有に努める。 
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4. 協力の枠組み 

（１）協力概要 

① 上位目標：ポトシ県で母子の健康が改善する 

指標 1：ポトシ県の母体死亡数が 2002 年センサス調査の 89（対年間）から

   減少する 

指標 2：ポトシ県の乳幼児死亡率が 2008 年 ENDSA の 126（対出生 1,000）

   から減少する 

指標 3：ポトシ県の新生児死亡率が 2008 年 ENDSA の 52（対出生 1,000）か

   ら減少する 

指標 4：ポトシ県の乳幼児の慢性栄養不良率が 2008 年 ENDSA の 43.7％か    

   ら減少する 

② プロジェクト目標：プロジェクト対象地区で妊婦と乳幼児の健康リスク

     が軽減される 

指標 1：プロジェクト対象地域で産前検診を最低 4 回 受けた割合が 2011 年

   のトゥピサ保健医療ネットワークの 63.0%とウユニ保健医療ネット

   ワークの 53.0%から 2016 年の××まで増加する 

指標 2：プロジェクト対象地域で医療従事者により介助を受けた分娩率が 

   2011年のトゥピサ保健医療ネットワークの81.0%とウユニ保健医療

   ネットワークの 85.0%から 2016 年の××まで増加する 

指標 3：プロジェクト対象地域で産後健診の受診率がトゥピサ保健医療ネッ

   トワークの 67.0%とウユニ保健医療ネットワークの 36.0%から 2016

   年の××まで増加する 

指標 4：プロジェクト対象地域で成長発達検診を受ける五歳未満児の割合が

   2011年のトゥピサ保健医療ネットワークの55.0%とウユニ保健医療

   ネットワークの 62.0%から 2016 年の××まで増加する 

③ 成果及び活動 

成果１：プロジェクト対象地区の保健の人材 が妊婦ならびに乳幼児のケア

   に十分な技術力・解決能力を持つ 

指標 1-1：プロジェクト対象地区の保健医療施設の乳幼児ケアのうち、有効

    な基準や手順を満たす割合が 2013 年の××から 2016 年の××ま

    で増加する 

指標 1-2：プロジェクト対象地区の保健医療施設の産科ケアのうち、有効な

    基準や手順を満たす割合が 2013 年の××から 2016 年の××まで

    増加する 

指標 1-3：プロジェクト対象地区のレファラル病院に基準を満たす形で搬送

    される妊婦と乳幼児の割合が 2013 年の××から 2016 年の××ま
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    で増加する 

指標 1-4：プロジェクト対象地区での妊婦と乳幼児のレファラル件数のう    

    ち、基準を満たすリターンが実施された割合が 2013 年の××か

    ら 2016 年の××まで増加する 

指標 1-5：プロジェクト対象地区の医療機材の修理依頼件数のうち、訓練さ

    れた技術者が機能回復させ機材の割合が増加する 

指標 1-6：保健医療ネットワークのコーディネータによって作成されたスー

    パービジョン計画に沿ってスーパービジョンを受け入れる保健     

    施設の数が増加する 

活動：①産科、小児科に関する正常時から緊急時に至るまでの診療技術の向

  上に関する研修の実施、②適切な患者の搬送が行われるための診断技

  術の向上を目的とする研修の実施、③医療機材の予防・事後保全の技

  術改善に関する研修の実施、④保健指数の精度を高めるための情報収

  集・処理に関する研修の実施 

成果 2：プロジェクト対象地区で保健医療関者と住民が、コミュニティの抱

   える問題やニーズの発掘・解決を行うための持続的な体制を構築す

   る 

指標 2-1：プロジェクト対象地域で FORSA 手法（過去のプロジェクトで実

    施された住民参加保健活動の手法）を用いて形成されたコミュニ

    ティ保健チーム（Equipo Comunitario de Salud: 保健医療従事者

    とコミュニティ代表者の集まり）のうち、住民参加型保健活動を

    続けるチームの数が増加する 

指標 2-2：プロジェクト対象地域において、市からの物資・資金支援で実施

    されたコミュニティ保健チームの活動計画の割合が増加する  

指標 2-3：プロジェクト対象地域において、コミュニティの保健プロジェク

    ト策定のために FORSA 手法を活用する地域保健委員会(Comité 

  Local de Salud：CLS)の数が増加する 

活動：① FORSA 手法の導入、②参加型マネージメントの強化研修など 

成果 3：プロジェクト対象地域において、適時で信頼性のある保健に関する

     情報が入手可能となり、その分析結果が市レベルの意思決定に活用

     される 

指標 3-1：妊婦と 5 歳未満児に関する情報を正確に記録する保健施設の数が

      増加する 

 

指標 3-2：基準で決めた頻度（四半期毎）と 3つの段階（準備・実施・フォ 

       ロー）を守って市の情報分析委員会(CAI Municipal)を開催する      
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       市の数が増加する 

指標 3-3：市の年間活動計画(以下、「POA」という。)策定に、CAI による

    情報分析結果を活用した市の割合が増加する 

活動：地域の保健状況の診断を遂行するために必要な保健情報の分析・解析

  技術を取得する研修の実施 

④ プロジェクト実施上の留意点 

ア）指標の目標値設定について 

 指標の目標値は、ベースライン調査の結果に基づきプロジェクト開始後半

年程度を目途に設定する。 

イ）相手国の予算周期への配慮 

 本プロジェクトでは、カウンターパート機関による保健医療従事者の移動

費用、施設・機材のメンテナンス費用、地域保健活動費の確保を想定してい

るため、相手国の年間計画・予算作成周期にあわせ、本プロジェクト実施の

ための活動計画やそのために必要な予算推計などが適時に実施される必要

がある。 

ウ）政策・ガイドライン作成への積極的関与 

 本プロジェクトでは、PROFORSA の蓄積も含め、SAFCI 実施にかかる具

体的手法やモデルを提示し、政策に有用な知見を提供できる可能性を持って

いる。従って、全国レベルの政策・ガイドラインへの貢献を念頭に保健スポ

ーツ省と密接な連携を取ることも目指す。 

エ）伝統医学との共存 

 ボリビアでは、「伝統医学」を西洋医学同様、医療行為と認める法律案が

現在、保健省内で可決中である。その背景は、「伝統医療」を国家的な社会

的財産と位置づけ、また保健医療施設へのアクセスが容易ではない住民に対

し最適な医療を提供することにある。 

 ポトシ県のプロジェクト対象地域では、自宅から約 100km 以上離れた保健

医療施設へのアクセス、また最短でも往路 10 時間を費やすことを余儀なく

されるなど、過酷な居住環境に身を置く住民も少なくない。このような現状

を鑑みポトシ県保健局は、先の背景にもとづき伝統医学と西洋医学が共存す

る「統合医療」の重要性を提唱している。そのため本プロジェクトを実施す

る際、伝統医療にも配慮をした活動を行うことに努める。 

オ）遠隔市の実情への配慮 

 ポトシ県保健局の置かれたポトシ市や本プロジェクト事務所の設置予定

であるトゥピサ市まで、移動に 3日を要する保健医療施設の責任者（医師）

もおり、保健医療施設の機能が停止する期間があるだけではなく、移動に費

やす費用が市の予算を圧迫する状況である。そのため本プロジェクトの実施
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会議を行う際、IDB や他の保健関係の会議と同じ日程に設定、また会議開催

を各市で持ち回りにするなどの配慮が肝要である。 

カ）ジェンダー・社会文化への配慮 

 ボリビアでは世帯内における女性の意思決定が制限されていると言われ、

ポトシ県では身体的な家庭内暴力を経験した女性の比率が全国で一番高い。

また人口の多くが先住民（ケチュア・アイマラ系）であること、60%が農村

地域に住んでいることが、受診行動に影響を与えている。従って、ジェンダ

ー・社会文化への配慮を十分意識し、必要があればジェンダーや医療人類学

の専門家を投入することも考慮することが望ましい。 

（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条件 

  保健医療従事者が適切に配置される 

（２）成果達成のための外部条件 

① 対象地域の各市が保健医療分野の POA への予算計上を適切に行い、POA

に添った資金拠出を行う 

② 研修を受けた保健医療従事者の大部分が業務を継続する 

（３）プロジェクト目標達成のための外部条件 

ポトシ県及び市政府の保健政策に継続性が維持される 

（４）上位目標達成・継続のための外部条件 

① ポトシ県の他地域で、他開発パートナーの保健医療分野の協力が遅延なく

実施される 

② ポトシ県で母子保健が優先課題であり続ける 

③ ボリビア政府において母子保健が優先課題であり続ける 

 

６．評価結果 

 本プロジェクトは、ボリビアの開発政策、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 

 ボリビア国「母と子どもの健康に焦点をあてた地域保健医療ネットワーク強

化プログラム(PROFORSA、2008 年～)」では、主にサンタクルス県、コチャバ

ンバ県、ラパス県の農村部で技術協力プロジェクトを実施してきた。これらの
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プロジェクトの実施過程から得られた以下の教訓やグッドプラクティスは、本

プロジェクトで活用される予定である。 

（１）公共政策への民意反映の有用性 

 過去のプロジェクト対象地域では、医療従事者を含む保健・行政機関による

保健データの疫学的な考察結果に対し、地域の抱える問題を住民自らで抽出し

た上で進言・意見具申する体制を構築した。その結果、公共政策に対する民意

の反映が促進され、地域住民の保健活動に対する持続性の確保に顕著な成果が

見られた。 

（２）組織内・組織間におけるコミュニケーションの充実 

 過去のプロジェクトでは、産科、小児科の医師、看護師を含む、医療施設内

の医療従事者で構成されるサービスの質向上委員会など、組織内外の各階層が

参加する意見・情報交換の場が設置された。各種の課題に対し、職責や専門の

異なる関係者がともに協議することで、問題解決の方法が多角的に検討された

ほか、各参加者の活動意欲が醸成され維持された。 

（３）適切な人員配置 

 ポトシ県保健局や医療施設など、実施機関のカウンターパートの人事異動や

離職は、活動の遅延や停滞を招くこととなる。そのため人事配置への配慮を約

束する文書、また医療従事者の雇用が保証できる体制などを実施機関が担保す

ることが肝要である。 

（４）有効・有用であった介入コンポーネント 

 我が国による過去のプロジェクト「サンタクルス県地域保健ネットワーク強化

プロジェクト（2001～06年）」、「権利、多文化、ジェンダーに焦点をあてた村

落地域保健ネットワーク強化プロジェクト（2008～11年）」、「地域保健システ

ム向上プロジェクト（2008～12年）」で実施された介入コンポーネントの中で、

①サービスの質向上委員会（産科、小児科、医療廃棄物処理）、②FORSAモデ

ル（住民参加保健活動）、③医療機材保守管理、④リファラル・カウンターリフ

ァラルシステム、⑤保健行政管理システムの５つが、住民の健康改善に寄与した。

そのため本プロジェクトでは、母子保健指数が全国で最も低いポトシ県で、これ

らの介入コンポーネントの導入及び実践を想定している。 

 

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 

2013 年 1 月～2月頃 ベースライン調査 
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2015 年 2 月頃  中間レビュー 

2016 年 5 月頃  終了時評価 

事業終了 3年後  事後評価 


