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終了時評価結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ナイジェリア連邦共和国 案件名：ラゴス州母子健康強化プロジェクト 

分野：保健・医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第一

グループ保健第二課 

協力金額：3 億円 

 

協力期間 

（R/D）： 

2010 年 2 月 1 日 

～2014 年 1 月 31 日 

先方関係機関：ラゴス州政府〔ラゴス州保健省（LSMOH）

及びプライマリー・ヘルス・ケア委員会〕 

日本側協力機関：大阪大学、兵庫医療大学、財団法人国際看

護交流協会 

他の関連協力：「アフリカ地域医療施設機能改善（広域）プ

ログラム（5S-KAIZEN-TQM を用いた保健医療サービスの質

の向上）」 

１－１ 協力の背景と概要 

ナイジェリア連邦共和国（以下「ナイジェリア」という。）における保健状況は、総合的保

健システム評価が世界保健機関（World Health Organization。以下「WHO」という。）加盟 199

カ国中 187 位（World Health Report 2000）であり、妊産婦死亡率（Maternal Mortality Rate。以

下「MMR」という。）･乳児死亡率（Infant Mortality Rate。以下「IMR」という。）ともにサブ

サハラ以南のアフリカ諸国の平均より高く、母子保健をとりまく状況は厳しい状況にある。ラ

ゴス州保健省（Lagos State Ministry of Health。以下「LSMOH」という。）は 2007 年に｢包括的

母子・新生児保健戦略（Integrated Maternal, Newborn and Child Health。以下「IMNCH」という。）｣

を策定し、プライマリー・ヘルス・ケア強化による母子・新生児保健（Maternal, Newborn and Child 

Health。以下「MNCH」という。）サービスの向上に着手したが、一次医療施設（Primary Health 

Centre。以下「PHC」という。）の未整備、機材･人材不足、不安定な電力供給、不十分な妊産

婦ケア（特に分娩サービス）が大きな課題となっており、PHC の利用率はいまだ低い。また、

終レファラル先であるラゴス島産科病院（Lagos Island Maternal Hospital。以下「LIMH」とい

う。）には患者が集中し、緊急産科部門の体制も十分でないことから、搬送されてくる患者の

治療が需要に追いついていない状況にある。 

かかる状況の下、PHC の機能を強化することによって、妊産婦健診を通じた妊産婦・授乳婦

の異常を早期発見するとともに、PHC から産科病院への適切なレファラル体制の構築により、

二次医療施設の過度な患者集中を改善することが求められている。PHC の機能強化は、PHC 自

体が提供するサービスの向上とともに、適切なレファラルによる二次医療施設の過重負担を緩

和し、母子保健・新生児サービス全体の向上に資するといえる。さらに、LSMOH や地方行政

区（Local Government Area。以下「LGA」という。）の行政官の母子保健サービスに係る計画、

実施、モニタリング体制を強化することにより、PHC における MNCH サービスの向上を図る

ことが求められている。 
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１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

ラゴス州の母子及び新生児保健の状態が改善する。 

 

（2）プロジェクト目標 

プロジェクト対象施設において、質の高い母子保健サービスが提供される。 

 

（3）成 果 

1） 対象 PHC によって提供される MNCH サービスに対する LSMOH、PHC 委員会及び LGA

の計画、実施、モニタリング能力が向上する。 

2） LIMH における基本的な MNCH サービス（産科緊急ケアを含まない）が向上する。 

3） 対象 PHC における MNCH サービスが向上する。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

- 専門家派遣：延べ 8 名（長期専門家：3 名、短期専門家：5 名） 

- 機材供与：3,840 万 6,160 ナイジェリア・ナイラ（Nigerian Naira。以下「NGN」という。）

（2,477 万 1,973 日本円相当）、内容：プロジェクト活動用車両 2 台、産前健診（Antenatal 

Care。以下「ANC」という。）/産後健診（Postnatal Care。以下「PNC」という。）、分

娩管理（Delivery Management。以下「DM」という。）に必要な機材（聴診器、胎児心

音計、産科用吸引分娩器など）〔3,840 万 6,160 NGN（2,477 万 1,973 日本円相当）〕 

- 在外事業強化費：9,051 万 3,372 NGN（5,838 万 1,124 日本円相当） 

- 研修員受入 Training in Japan：産婦人科管理、母子保健看護管理、母子保健管理に向け

た保健システム強化等に 25 名を派遣 

 

ナイジェリア側： 

- カウンターパートの配置：合計 33 名（LSMOH より 5 名、LIMH より 3 名、PHC より

25 名） 

- LSMOH 内プロジェクト事務スペース 

- プロジェクト事務スペースの水道光熱費 

- その他プロジェクト活動に必要な経常経費 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長/協力企画 上野 修平 JICA 人間開発部  保健第一グループ  保健第二課

主任調査役 

評価分析 井上 洋一 ㈱日本開発サービス 調査部 主任研究員 

調査期間 2013 年 7 月 7～26 日 評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果 1 

終了時評価での成果 1 の達成度はおおむね高い。 

PHC 委員会は、本プロジェクトで LGA の能力強化のための研修カリキュラムや教材作

成、研修計画策定やその実施、モニタリングを行うことで組織機能は強化された。また、

LGA 内の地域保健の運営を担う地方行政区保健局（Local Government Health Authorities。

以下「LGHA」という。）は 2010 年に組織され、LGHA の組織化に伴って地域保健の実施

を担う郡保健委員会（Ward Health Committee。以下「WHC」という。）も各ワードで段階

的に組織化されている。本プロジェクトでは上述のような人材育成のための基盤づくりを

行うとともに、コミュニティでの MNCH サービスへの認識向上、PHC 利用向上に向けた

啓発活動を行うためのトレーニング・オブ・トレーナーズ（Training of Trainers。以下「ToT」

という。）を LGHA 及び WHC に提供している。プロジェクトのこのような取り組みによ

り、LGHA 及び WHC はコミュニティでの保健（啓発）活動を計画する能力、独自に実施

できる能力を一定程度獲得したと考えられる。 

 

（2）成果 2 

終了時評価での成果 2 の達成度は中程度である。 

LIMH に所属する助産師、看護師の知識・技術については、LIMH の助産師で指導的立

場にある 14 名を LIMH 内のトレーナーとして養成し、うち 2 名を本プロジェクトでの PHC

研修の講師として更なる能力強化を行っていることから、LIMH 内の助産知識・技術は一

定程度向上したものと期待できる。 

また、整理、整頓、清潔、清掃、しつけ（Sort, Set, Shine, Standardize and Sustain。以下

「5S」という。）概念の導入による施設環境の改善については、5S を推進するための知識

や組織体制の整備は行われ、施設環境が一定程度向上していることも観察されているが、

環境改善に向けた個々（個人）の「態度」や「実践」が定着している状態とは言い難い。

レファラルシステムに関しては、民間病院協会からの代表者を含めた関係者間で

LIMH-PHC 間のレファラルシステム強化に向けたレビュー会議が開始されており、LSMOH

主導の下、日本の周産期緊急搬送システム（OGCS）導入を視野に入れたレファラルシス

テム強化に向けた関係者間の協議が開始されていることから、将来的にレファラルシステ

ムが向上することは一定程度期待できる。 

 

（3）成果 3 

終了時評価での成果 3 の達成度はおおむね高い。 

PHC の助産師・看護師の能力強化は、プロジェクト目標の達成に向け、 も重要なコン

ポーネントの一つとしてプロジェクトは取り組みを重点的に行っている。成果 1 にて助産

師・看護師に対する研修を整備し、研修講師となる人材を養成した。研修活動の当初は JICA

専門家が研修講師を担当していたが、2013 年 1 月からの研修では、プロジェクトで養成し

たナイジェリア人トレーナーが研修講師を務めたが、pre-test と post-test では JICA 専門家

が研修講師を担当した研修と同等の結果を得ている。研修全体の成果としても、pre-test
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の結果と比較して post-test で有意にスコアが上昇していることから、対象 PHC の助産師・

看護師の助産知識は向上したと考えられる。 

また、助産技術に関しては JICA 専門家が定期的に巡回指導を行ったことにより、一定

程度の向上が確認されている。分娩介助技術については更なる実地訓練が必要と考えられ

るが、産前ケアで危険サインを発見した際は適切に上位の医療施設へリファーすることが

徹底され始めている。他方、ラゴス州の医療技術の維持・向上に向けたメカニズムとして、

Zonal Technical Officer の定期的な巡回指導が存在しているが、一人の Zonal Technical 

Officer の受け持ち範囲は広く、技術の維持・向上に必要な頻度、程度を担保することには

困難が伴うものと考えられる。 

 

（4）プロジェクト目標 

終了時評価でのプロジェクト目標の達成度は上位中程度である。 

これまで示してきたとおり、MNCH サ

ービス向上に向けた人材育成システム

（カリキュラムやマニュアル、教材の作

成、研修指導者の養成など）が整備され、

それに基づいて助産師・看護師や LGHA、

WHC の能力強化が図られた。また、5S に

よる施設環境改善やコミュニケーション

能力向上への取り組みにより、スタッフ

による職務態度を含めた医療サービス提

供の環境も一定の向上が認められている。また、LSMOH や PHC 委員会は主体性をもって

ラゴス州の MNCH サービス向上に向けた取り組みを行っている。 

アウトカムとしての PHC 施設利用者数には一定の増加が認められるものの、望ましいレ

ベルまで到達しているとは言い難い（表）。しかしながら、プロジェクト対象施設におけ

る質の高い MNCH サービス提供の基盤は整備されたものと判断することができる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

プロジェクトの妥当性は、終了時評価時点でも高く維持されている。 

ラゴス州政府は FMOH の方針に従い、「州戦略的保健開発計画（State Strategic Health 

Development Plan。以下「SSHDP」という。）2010～2015 年」のなかで上述のような MNCH

サービス強化に向けて PHC の機能向上を重視している。また、ラゴス州政府は 2015 年の

ミレニアム開発目標（MDGs）の達成に向けて、「妊産婦小児死亡率削減プログラム 2010

～2015 年」を発行し、コミュニティへの啓発及び対話の促進、保健人材の能力強化、PHC

の機能強化、行動変容のためのコミュニケーション教材の作成、PHC−二次医療施設間のレ

ファラルシステム強化などを具体的な取り組みとして示しており、これらは本プロジェク

トのプロジェクト目標や成果だけでなく、活動コンポーネントとの一致性は非常に高く、

終了時評価時点でナイジェリア側の MNCH サービス強化に係る政策と本プロジェクトの

整合性は高く維持されている。 

ANC、分娩およびPNC登録者数の推移

Oct. 2009-Sep. 2010 Oct. 2010-Sep. 2011 Oct. 2011-Sep. 2012

推計妊婦数 (n) 56,592 58,464 60,397

ANC登録者数 (n) 2,036 2,861 2,814

カバー率 (%) 3.6 4.6 4.7

Jul. 2010-Jun. 2011 Jul. 2011-Jun. 2012

推計妊婦数 (n) 59,973 61,919

分娩数 (n) 1,602 1,515

カバー率 (%) 2.7 2.4

Jan.2011-Dec. 2011 Jan.2012-Dec. 2012

推計妊婦数 (n) 63,138 65,246

PNC登録者数 (n) 4,911 10,357

カバー率 (%) 7.8 15.9

PNC (15 PHC)

ANC (12 PHC)

分娩数 (13 PHC)

産前検診（ANC）分娩及び産後検診（PNC）登録患者数の推移 
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PHC 委員会の活動はプロジェクトが開始された 2010 年に本格化したが、本プロジェク

トの活動に対して主体的にかかわることで PHC 委員会の計画、実施、モニタリング能力は

強化されている。また、同計画のなかで人材育成は最も重要な要素として位置づけられて

おり、LGA や LIMH、PHC のスタッフに対する能力強化のニーズはプロジェクト期間を通

して非常に高かった。したがって、本プロジェクトの目標とターゲットグループのニーズ

との整合性も高く維持されていることが確認された。 

第 5 回アフリカ開発会議（TICAD V）で合意された「横浜宣言 2013」の具体的施策とな

る「横浜行動計画 2013～2017 年」では、「MNCH、リプロダクティブ・ヘルス、感染症及

び非伝染性疾患に特別に配慮しつつ、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を進展

させるための保健システムの強化」を重点分野の一つとして示しており、「脆弱層への公

衆衛生サービスの拡大を通したヘルス・カバレッジの拡大」「熟練分娩介助者（SBA）に

よる分娩率の増加」及び「新生児を含む 5 歳未満児及び妊産婦・授乳婦の救命」などを関

連する成果目標としている。また、2010 年 9 月に日本政府が発表した「国際保健政策 2011

～2015 年」でも「乳幼児死亡の削減（MDG 4）」と「妊産婦の健康改善（MDG 5）」に係

る母子保健を同政策の重点分野に位置づけている。以上に示した理由から、本プロジェク

トの目標とわが国のアフリカ開発政策、国際保健政策との一致性は、終了時評価時点にお

いても非常に高い。 

 

（2）有効性 

終了時評価時点でのプロジェクトの有効性はおおむね高いと考えられるが、有効性維持

のためのメカニズムをより強化する必要がある。 

MNCH サービス向上に向けた人材育成システム（カリキュラムやマニュアル、教材の作

成、研修指導者の養成など）が整備され、それに基づいて助産師・看護師や LGHA、WHC

の能力強化が図られた。また、5S による施設環境改善やコミュニケーション能力向上への

取り組みにより、スタッフによる職務態度を含めた医療サービス提供の環境も一定の向上

が認められている。また、LSMOH や PHC 委員会は主体性をもってラゴス州の MNCH サ

ービス向上に向けた取り組みを行っていることから、プロジェクト対象施設における質の

高い MNCH サービス提供の基盤は整備されたものと判断することができる。 

しかしながら、ANC 及び PNC の利用率は向上が認められたものの、社会文化的背景な

どにより SBA による施設分娩は上昇が認められなかった。また、本プロジェクトでは DM

技術向上に向けて研修の実施や JICA 専門家による巡回指導を行ってきたが、産科緊急ケ

ア技術向上はプロジェクトのスコープに含められていない。妊産婦死亡の多くは分娩時の

問題が起因しているため、MMR 及び IMR を低下させるためには、施設分娩のカバー率を

向上させることに加えて、技術的側面での産科緊急ケアを含む DM の向上が必須であるこ

とから、本件につき、LSMOH 及びプライマリー・ヘルス・ケアボード（Primary Health Care 

Board。以下「PHCB」という。）は更なる取り組みの強化が必要である。 

 

（3）効率性 

プロジェクトの効率性はおおむね高い。 

「有効性」に示したとおり、プロジェクトで研修を提供した人材の異動・離職により、
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一部のプロジェクト活動の実施に影響が生じた。また、JICA 短期専門家の派遣可能時期と

カウンターパートの業務の繁忙期が重なり、予定した研修日程の調整に苦慮する場合があ

ったものの、おおむねプロジェクト活動は活動計画（Plan of Operation。以下「PO」という。）

に沿って順調に進捗した。プロジェクト期間終了までに、予定された活動はすべて終了で

きる見込みである。 

また、助産師・看護師研修のための教材作成においては、可能な限り既存の教材を基に

作成するなど、効率性に配慮した活動が行われている。これらの教材や、母子栄養や MNCH

への住民啓発用情報・教育・コミュニケーション活動（ Information, Education and 

Communication。以下「IEC」という。）教材は、PHC 委員会や LGA による啓発活動に適

切に活用されている。終了時評価時点でこれらの IEC 教材が成果達成にどの程度貢献した

かを測定することは不可能であるが、ANC 及び PNC 利用者数が向上していることもあり、

一定の影響があったものと推察できる。しかしながら、「成果 3 の達成度」及び「有効性」

の項でも示したとおり、PHC での施設分娩数の増加は認められないことから、継続的な啓

発活動の実施が求められる。本プロジェクトを通じて上述のような IEC 教材が作成された

が、今後はこのような活動がナイジェリア側で継続されることに加え、IEC 教材の種類や

対象範囲を拡大するなど、一層の取り組みの強化が求められる。 

 

（4）インパクト 

プロジェクトの実施によって、以下に示す正のインパクトが確認または期待されてい

る。 

「有効性」の項で示したとおり、本プロジェクトを通して、助産師・看護師など MNCH

サービス提供者の能力強化が図られ、LSMOH や PHC 委員会、LGA などの運営管理能力も

強化されたことから、ラゴス州で質の高い MNCH サービスが提供される基盤は整備された

ものと考えられる。 

しかしながら、上位目標の指標である「ラゴス州全体の MMR 及び IMR の低下」に関し

て、プロジェクトではラゴス州の 277 の PHC のうち 15PHC を対象としてパイロット的な

介入を行っている。また、プロジェクトの実施によって ANC 及び PNC の利用者は一定程

度増加が認められたが、施設分娩数はコミュニティの社会文化的背景などによりほぼ横ば

いであった。さらに、妊産婦死亡や新生児死亡の多くは分娩に関連していることが示唆さ

れているが、本プロジェクトでは対象 PHC とその周辺の PHC に所属する助産師・看護師

に対する DM 研修の提供や、JICA 専門家による技術的巡回指導などを行っているものの、

プロジェクトのスコープをかんがみて産科緊急ケアを含む妊産婦死亡、新生児死亡を直接

的に低下させるための介入をしていない。これに加えて、ラゴス州の全医療機関の約 65％

は民間の医療施設であると推定されているが、プロジェクトでは公的医療機関である

LIMH 及び PHC の一部に対して支援を行った。このように、プロジェクト目標の結果とし

て「ラゴス州全体の MMR 及び IMR の低下」を実現するには、上述のような多くの外部要

因が存在するため、終了時評価時点でプロジェクト目標達成の結果としての上位目標の達

成見込みを推測することができない。 

他方、裏を返せば、プロジェクトの成果をラゴス州の非介入施設へ展開することや、コ

ミュニティでの啓発活動の強化、PHC 及び二次医療施設における周産期医療技術の向上
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（産科緊急ケアを含む）、民間医療施設への介入などが、「ラゴス州全体の MMR 及び IMR

の低下」の実現に関する課題ということができる。 

 

（5）持続性 

終了時評価時点でのプロジェクトの持続性は中程度である。 

これまで述べてきたとおり、FMOH 及び LSMOH は MNCH サービス強化に向けて PHC

の機能向上を重視している。特に LSMOH は州独自の母子健康手帳を作成し、ANC、DM、

PNC に導入するなど、目標達成に向けて政策的取り組みを強化している。また、LSMOH

の次官（プロジェクト・ダイレクター）は、今後更に保健サービスの質の担保を向上する

ための取り組みを強化すると表明しており、統合支援型監督指導（ISS）などの既存のモニ

タリングシステムを含む質の担保に係る政策・制度の充実が一定程度期待できる。 

また、財政的観点からも、プロジェクトは継続の必要な活動を整理（パッケージ化）し、

プロジェクト期間内に適切な引き継ぎを行うことが求められる。LSMOH や PHC 委員会も、

必要な活動については、プロジェクトによって行われるコスト分析を踏まえた必要な予算

計画を適切に実施することが求められる。 

「インパクト」の項で示したとおり、プロジェクト活動を通して質の高い MNCH サービ

スが提供されることの基盤が整備されたことにより、プロジェクト対象地域での技術的持

続性は一定程度担保されたものと考えられる。しかしながら、上位目標として MMR 及び

IMR の低下を実現するには、プロジェクトの成果をラゴス州の非介入施設へ展開すること

や、コミュニティでの啓発活動の強化、PHC 及び二次医療施設における周産期医療技術の

向上（産科緊急ケアを含む）、民間医療施設への介入などが求められる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

計画内容に関するプロジェクトの促進要因は終了時評価時点までに確認されていない。

 

（2）実施プロセスに関すること 

LSMOH は SSHDP の下、PHC での MNCH サービス強化へ取り組んでおり、本プロジェ

クトの活動に並行して 57 の旗艦 PHC の設置や、独自の母子健康手帳の導入、医療施設の

環境改善を目的とした 5S の推進などを独自に押し進めている。これらの取り組みは、質

の高い MNCH サービスをめざす本プロジェクトを強力に補強するものであることから、有

効性への促進要因として整理される。 

ラゴス州の医療施設では、研修を受けた人材は同僚等に対して研修を行うことにより、

知識や技術の共有を行うことを PHC 委員会が奨励している。このことはカウンターパート

人材の能力強化を主要な協力コンポーネントとする本プロジェクトの効率性を高めるも

のと考えられる。 

 

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 

計画内容に関するプロジェクトの有効性の阻害要因は終了時評価時点までに確認され
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ていない。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクト期間中に研修を受けた人材に一定の離職・異動が確認されている。しかし

ながら、プロジェクトでは新たなトレーナーの養成や必要な人材に対してリフレッシャー

研修を行うなどし、プロジェクト目標の達成に対して致命的な影響は生じていないが、本

件はプロジェクトの効率性を一定程度阻害したものと考えられる。 

 

３－５ 結 論 

ほぼすべてのプロジェクト活動が望ましい形で実施されてきており、これまでのところプロ

ジェクトは成功している。プロジェクト活動とは、保健サービス研修（例：助産技術、男性啓

発、医療従事者コミュニケ―ション）及びマネジメント研修（例：5S-KAIZEN-TQM）の支援

があり、また、保健システム強化活動がある（例：レファラルシステム改善のためのレビュー

会議、WHC 強化のためのゾーン関係者会議）。これらの活動が、ナイジェリア側の政策やシス

テムに合わせて実施されているだけではなく、オーナーシップや継続性を重視して実施されて

きている（例：カウンターパートが前面に立つ活動実施、ToT の実施）。結果、予定されていた

成果はおおむね達成されており、またプロジェクト目標もおおむね達成されてきている。 

以上の結果から、本プロジェクトは当初予定どおり、協力を終了することが妥当である。2014

年 1 月までの残りのプロジェクト活動期間において、プロジェクトは、ナイジェリア側カウン

ターパートがプロジェクト活動を継続及び拡大していくための活動に重点的に取り組むべき

である。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

1．プロジェクトは、カウンターパートが引き継ぐべきプロジェクト活動（助産技術研修や

5S-KAIZEN-TQM に係る活動等）を整理し、プロジェクト終了前に右活動をカウンターパ

ートに引き継ぐべき。 

2．プロジェクトは、カウンターパートがプロジェクト活動を引き継ぐように、これまで支

援してきた研修や会議について（例：助産技術、男性啓発、5S-KAIZEN-TQM、レビュー

会議）、実施方法、期待される成果、想定実施機関及び必要予算等を含む「パッケージ」

を準備すべき。 

3．プロジェクトは、今後のプロジェクト活動の継続や拡大を見据えて、これまで作成支援

してきた教材やガイドラインを完成させて関係者と共有すべき。 

4．プロジェクトは、更なる持続性（sustainability）のため、カウンターパートがプロジェク

ト支援地域・施設への活動を継続するための議論及び計画策定を行うように支援すべき。

5．プロジェクトは、更なる拡大（scale-up）のため、カウンターパートがラゴス州内のプロ

ジェクト支援地域・施設以外に活動を拡大するための議論及び計画策定を行うように支

援すべき。 

6．プロジェクトは、上位目標（「ラゴス州の母子及び新生児保健の状態が改善する」）の

指標を見直し、必要に応じて改訂すべき。 
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３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

プロジェクト目標などの達成度を測るための目標値は、プロジェクト開始後のベースライン

調査により決定されるはずであったが、実際には似通った調査があるため省略すべきなどのカ

ウンターパート側の考えに基づいてベースライン調査はなされず、具体的な目標値は設定され

なかった。したがって目標値に対する到達度の観点からの定量的評価は難しかった。 

目標値は、評価ツールとしてだけではなく、複数の関係者間での共通理解の促進、プロジェ

クトの進捗管理、さらには対外的説明にも有益であるため、設定すべきである。目標値の設定

により、その後の成果測定のためのデータ収集・分析の焦点が定まり、これら活動の適切かつ

効率的な実施にもつながる。なお、もし十分なベースライン調査ができない場合には、目標値

設定のためのみの 低限の調査とも考えられるし、また新規調査を必要としない追加・代替指

標の設定も考えられるであろう。 

 

 

 

 




