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評価調査結果要約表（フィジー共和国） 
１．案件の概要 

国名：フィジー共和国 案件名：地域保健看護師のための「現場ニーズ

に基づく現任研修」強化プロジェクト 
分野：保健 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部保健第三課 協力金額（評価時点）：約 4.5 億円（3 カ国合計） 
協力期間 （R/D）：2010 年 10 月～2013 年 10 月 先方関係機関：保健省 

（延長）：2013 年 11 月～2014 年 2 月 
 

日本側協力機関：特定非営利活動法人 HANDS、 
（株）コーエイ総合研究所 

 他の関連協力：フィジー国地域保健看護師現任

教育プロジェクト（2005～2008 年） 
１－１ 協力の背景と概要 

保健人材の強化はミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）の達成のた

めにも喫緊の課題と認識されているが、大洋州地域においては人材の流出のほかに、財政上の

制約から十分な人材育成を図ることが困難であり、また育成された医療人材の能力も先進国に

比して低い状況にある。フィジー共和国（以下、「フィジー」と記す）では看護職が地域保健サ

ービスの主要な提供者となっていることから、保健指標の改善には地域看護師の能力向上が不

可欠であるが、現任の看護師を含む医療従事者に対するスーパービジョンの弱さと、現場で行

われるべき継続医療教育の質及び量が課題となっている。 
わが国は 2005 年 4 月より 3 年間、「フィジー国地域保健看護師現任教育プロジェクト」（以下、

「前プロジェクト」）を実施し、中東部地方において地域保健看護師の能力評価とその結果に基

づくスーパービジョンとコーチング等を行うとともに、「現場ニーズに基づく現任研修

（Need-Based In-Service Training：NB-IST）」の実施モデルを構築・試行し一定の成果を上げた。

その後、同モデルを全国的に普及させるための技術協力支援の要請がフィジー政府よりなされ、

同様の問題を抱えるトンガ王国（以下、「トンガ」と記す）及びバヌアツ共和国（以下、「バヌ

アツ」と記す）も含めた大洋州地域を対象とした地域保健看護師のための「現場ニーズに基づ

く現任研修」強化プロジェクトが 2010 年 10 月より約 3 年間実施されることとなった。 
 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、前プロジェクトにおける成果を基に、NB-IST の実施モデルの全国的な普

及に必要な成果の検証や、それに基づく国家政策の策定のための支援を、保健省本省及び各地

方の保健事務所を対象に行うものである。 
 

（1）上位目標 
フィジーにおける地域保健サービスの質が向上する。 

 
（2）プロジェクト目標 

「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 
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（3）アウトプット 
1． 「現場ニーズに基づく現任研修」が政策として有効になる。 
2． 「現場ニーズに基づく現任研修」のための国家標準化されたモニタリング評価

（Monitoring and Evaluation：M&E）システムが実施される。 
3．看護指導官育成のためのマネジメント・パッケージが開発される。 
4．中央及び地方レベルにおける現任研修（In-Service Training：IST）コーディネーターの

役割が強化される。 
5．フィジー、トンガ、バヌアツ国内及び各国間（もしくは 3 カ国を超えて）において、プ

ロジェクトの進捗及び成果が共有される。 
 

（4）投入（2013 年 7 月末現在） 
日本側： 

専門家派遣：18 名（78.57 人月） 
研修員受入れ：なし 
供与機材：112 万 7,403 円 
ローカルコスト負担：4,945 万 4,125 円 

相手国側： 
カウンターパート配置：12 ポスト、延べ 25 名 
土地・施設提供：保健省内プロジェクト執務室、光熱費、オフィス家具の一部 
ローカルコスト負担：1 万 5,059 フィジードル（78 万 342 円） 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 
 

団長： 花田 恭 国際協力機構 国際協力専門員 
技術参与： 堀井 聡子 国立保健医療科学院 国際協力研究部 主任研究官 
協力企画： 山下 祐美子 国際協力機構 人間開発部保健第三課 ジュニア専

門員 
評価分析： 今仁 直美 グローバルリンクマネージメント（株） 研究員 

 

調査期間 2013 年 8 月 11～18 日、9 月 14～24 日 評価種類：終了時評価 
３．評価結果の概要 

３－１ アウトプット・目標の達成度 

＜アウトプット 1＞「現場ニーズに基づく現任研修」が政策として有効になる。 
達成されている。 
人材育成・研修政策が改訂され、その 2012～2015 年版が 2012 年末に完成した。同文書

では「現場ニーズに基づく現任研修」を継続的職能開発（Continuous Professional 
Development：CPD）の一環と位置づけており、同時に保健省の CPD に対するコミットメ

ントも表明されていることから、NB-IST を促進する根拠となり得るものである。 
 

＜アウトプット 2＞「現場ニーズに基づく現任研修」のための国家標準化された M&E システ

ムが実施される。 
M&E システムは実施されているが、課題も多く残されている。 
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M&E システムは 2013 年 2 月に 終化され、その実施が始まった。その内容は基本的に

NB-IST の仕組みの活動状況を監視する報告システムであり、所定の書式を使い期限内に報

告書を提出することが規定されているほか、データ集計のツールなどがセットされている。

現時点においては期限内の報告書提出を達成するために、データの質が等閑になっている

事例や、データの収集に労力が注がれ、その分析と実務上の活用があまり行われていない

という課題があるため、現実的な提出期限を設定し、M&E の理念に関する理解を深め、デ

ータの活用を推進することが必要である。また、構築された M&E データベースは、ユー

ザーである地方保健事務所の看護師長及び地方 IST コーディネーターの多くはエクセルの

使用経験がほとんどなく、入力作業を負担と感じているため、その定着にはまだ時間を要

する。また現在の書式は、スーパービジョンで特定された課題やその対応策としてとられ

た活動の記録も残せるよう改善が望まれている。 
 

＜アウトプット 3＞ 看護指導官育成のためのマネジメントパッケージが開発される。 
達成されている。 
中間レビューの提言を受けて、プロジェクトが行ってきた研修教材等を整理し、実務上

有用な「看護指導官のための管理マニュアル」が完成している。これは将来的な看護指導

官の研修においてその教材としても使用することができるものであり、プロジェクトでは

2013 年 10 月に予定されている国家保健執行委員会 （National Health Executive Committee：
NHEC）において保健省の公式文書として承認されることをめざしている。 

 
＜アウトプット 4＞ 中央及び地方レベルにおける IST コーディネーターの役割が強化され

る。 
達成されつつある。 
中央・地方 IST コーディネーターは、NB-IST メカニズムを実施するにあたって必要不可

欠な役職であり、同職の設置は本プロジェクトの前提条件であった。プロジェクト開始前

に職位は設立されたものの、臨時のものであったために職務の遂行に必要な高い技能・資

格をもつ者の応募がない、または定着率が悪いという問題に直面した。これまで保健省は、

同職位を正式なものとするためにさまざまな試みを行ったものの、公務員の削減を謳う国

家政策により実現しなかった。しかし、2013 年 9 月に憲法が改正され、各省人事は次官の

管轄事項となったことから、今後その役割や指揮系統について省内で調整したうえで、正

式職位として設立される見込みである。IST コーディネーターが職務遂行のために必要な

ツールである研修履歴データベースは、プロジェクトで簡易なものを構築したが、保健省

の人材データベースに統合されるまでの過渡期的な措置として扱われるべきものである。 
 

＜アウトプット 5＞フィジー、トンガ、バヌアツ国内及び各国間（もしくは 3 カ国を超えて）

において、プロジェクトの進捗及び成果が共有される。 
達成されている。 
3 カ国をつないだテレビ会議はこれまで 3 回実施されており、各国における進捗状況や

意見交換が行われた。広域ワークショップはフィジーで 2 度開催され、NB-IST の仕組みを

設立した先駆者としてフィジーの経験が共有されたことで、関係者の向上心が芽生えたこ
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とが報告されている。このほかにも、国際会議で 3 度の経験共有の実績があり、国内的に

もフィジー国立大学に看護指導官向けの卒後ディプロマ課程が設立された際に、そのカリ

キュラム策定を積極的に支援し、2013 年より開講した同コースでプロジェクト関係者が講

義を行うなどの貢献を行っている。 
 

＜プロジェクト目標＞「現場ニーズに基づく現任研修」の仕組みが強化される。 
一定の進捗がみられるものの、指標からみる達成度は限定的である。 
指標は①能力評価の実施率、②スーパービジョンの実施率、③看護指導官のマネジメン

ト研修受講率、④NB-IST の実施率、⑤NB-IST に関連する指標の各地方年間計画への反映

率、であり、終了時評価時に明確に達成されているのは指標③のみである。活動の実施率

に関しては、特に離島地域である東部地方において顕著に低く、監督指導訪問や NB-IST
の実施などに必要な資金が保健省レベルで確保されない状況下では、数値目標の達成は困

難である。 
 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：比較的高い 
現行の保健戦略計画（2011～2015 年）は重点課題である非感染症及び感染症の対策とし

て地域保健看護師が提供するプライマリ・ヘルス・ケア（Primary Health Care：PHC）に重

点が置かれているほか、サービスの質の向上という文脈で医療技術者の継続的な現任研修

の重要性が認識されている。本プロジェクトはこうした保健戦略の実施に貢献するもので

あり、保健省内では看護分野領域を超えて高い関心が寄せられている。また、看護指導官

の職務を明確にし、その実施を補助するツールの策定を行った本プロジェクトは、偶発的

ではあるが、2009 年に起きた突然の管理職の大量退職のあと、後継者としてマネジメント

のノウハウのないまま手探りで業務を遂行していた看護指導官の切実なニーズに応えるも

のであった。さらに、2011 年に制定された看護法令により看護師免許の毎年の更新が義務

づけられ、その要件として一定時間以上の現任研修の受講が必要になったことから、本プ

ロジェクトは非常に適時適切であったと認識されている。 
 
（2）有効性：限定的 

プロジェクト目標指標の達成度の低さには、プロジェクトそのものの有効性より、むし

ろ NB-IST の仕組みの有効性の限界が反映されていると分析される。物理的なアクセスが

困難な地域のニーズに適切かつ十分に応えるには、離島地域における看護管理体制そのも

のを見直す必要があると思われる。本プロジェクトのアウトプットの一つ一つ（アウトプ

ット 5 を除く）は保健行政、特に看護管理の強化に直接的に資するものであることから、

NB-IST の仕組みの構築・実施は、インパクトとして顕著である看護管理の強化の手段とし

て有効であったといえる。NB-IST の仕組みは本来、現職看護師の能力強化の手段として位

置づけられていたが、こちらの有効性は現時点においては関連データの蓄積がなく、検証

できていない。 
 
 



v 

（3）効率性：限定的 
広域案件として扱われていることから、国別の投入計画は策定されておらず、個別プロ

ジェクトとしての議論は困難であるが、大幅な追加投入がされていることから、効率性は

当初の想定ほど高くなかったことが示唆される。その要因としては、①2009 年の大量退職

の影響で、定着していると認識されていた現任研修の仕組みが弱体化していたこと、②短

期間かつシャトル型で運営する本プロジェクトで 3 度（実際は 2 度）も調査を実施するデ

ザインとなっていたこと、③能力強化を兼ねた参加型の成果品作成という手法が、オーナ

ーシップの醸成においては非常に有効であった一方で、特に参加者の知識・技術レベルが

低い場合、必ずしも効率的な手段ではなかったことなどが挙げられる。日本人専門家が複

数国にまたがり活動することで得られる効率性は、一定レベル担保されたと判断されるが、

18 名にのぼる短期専門家の派遣は、チーム内におけるプロジェクトの概念や進捗の共有を

困難にし、プロジェクト運営の効率性に負の影響を及ぼした。 
 
（4）インパクト：比較的大きい 

① 上位目標「フィジーにおける地域保健サービスの質が向上する」達成の見込み 
能力評価の評点に関する指標のベースラインデータが出揃うのは 2013 年末となるた

め、現時点でその達成に関する指標レベルでの予測は困難である。しかし、サービスの

質に関しては出勤時間の厳守、利用者に接する態度の改善のほか、NB-IST を実施した分

野の能力向上が既に報告されていることからも、一定の向上は望めるものと思われる。

高いレベルでの上位目標の達成には、NB-IST の継続的な実施に加え、新設された看護審

議会なども活用して NB-IST の質を担保すること、NB-IST の仕組みに関する看護指導官

の理解度とコーチング等の技術の向上を図ること、能力評価に関するものを含めたツー

ルのレビューを定期的に行い必要に応じた改訂を施すこと等が、保健省の自助努力によ

って継続される必要がある。 
 

② その他のインパクト 
本プロジェクトは、2009 年の大量退職後に政府全体の管理能力が低下している時期の

ニーズに合致するものであったことから政府の関心も高く、さまざまなインパクトを生

み出している。本プロジェクトが開発支援した能力評価ツールの有用性は人事院にも認

められ、その概念に沿って全公務員の年次職務査定のツールが改訂されたほか、臨床看

護においても独自の能力基準を策定する意向が示されている。また他の医療職も、同様

の能力評価ツールや管理マニュアル、現任研修履歴管理帳などの導入に関心を示してい

ることが報告されている。また保健省人事部の研修室は、プロジェクトに刺激されて保

健省全体の研修ニーズアセスメントを実施したほか、全職種を網羅した年間現任研修計

画の策定を試行し始めている。保健省は人材育成にかかわる一連の活動を、「戦力拡充プ

ロジェクト」としてオーストラリア国際開発庁（Australian Agency for International 
Development：AusAID）の支援を得て組織的に推進しており、保健セクター全体に影響

するインパクトを生み出すことが期待される。 
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（5）持続性：可能性は高い 
継続的職能開発は保健省の重点分野となっており、NB-IST が研修政策に明記されたほ

か、応用の利く関連ツールも作成されていることから、プロジェクトが生み出したインパ

クトの持続発展性は高いと考えられる。NB-IST の仕組み自体に関しては、看護指導官個々

人の理解度や能力をさらに強化するほか、免許更新制度の導入に伴って現任研修の需要が

増大している状況においては、継続的職能開発の役割を担う看護カレッジを機能させ

NB-IST の受講料を徴収することも可能であることから、今後システムを適切に整備するこ

とで、より持続性の高い仕組みへと発展する可能性が大いにある。 
 
３－３ 効果発現の貢献要因 

（1）計画内容に関すること 
・ 特筆事項なし。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

・ 地方保健事務所に派遣されている青年海外協力隊（ Japan Overseas Cooperation 
Volunteers：JOCV）との協働により、地方保健事務所の能力強化のほか、中央レベル

におけるツールの作成や地区レベルのモニタリングなどにおいて、大きな成果を得る

ことができた。 
・ 日本側はシャトル型の短期専門家のみでプロジェクトを運営する計画であったが、そ

れではフィジー側の細かい要望に応えることが困難であったため、途中からチーフア

ドバイザーがフィジーに長期滞在するようになった。これによりプロジェクト運営の

効率が促進されると同時に、カウンターパートや他ドナーとの関係づくりが促進され

た。また日本人専門家は現地にいない期間も、カウンターパートや現地雇用のプロジ

ェクトスタッフと密にメールでの連絡を行い、質問や依頼にも速やかに対応すること

で、活動の進捗モニタリングを行った。 
 

３－４ 課題及び効果発現の阻害要因 

（1）計画内容に関すること 
・ 2009 年の大量退職により前プロジェクトにかかわった人材の多くも職を離れ、NB-IST

の仕組みに関する研修の対象及び回数を増やさざるを得ず、当初の計画に遅れが生じ

た。 
・ 当初プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の理解に

時間を要し、関係者の間でプロジェクトの目的や道筋に関して統一されたビジョンの

形成に時間がかかった。 
・ 本プロジェクトはその策定段階において、拡大をめざすモデル（NB-IST メカニズム）

の有効性は検証されておらず、必要条件等も整理されていなかった。離島地域におけ

る限界などがプロジェクトの実施を進めるうちに明らかになってきたが、能力強化の

手段としてのモデルの有効性を立証するには至っていない。 
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（2）実施プロセスに関すること 
・ 専任の IST コーディネーターは NB-IST の仕組みを稼働させるうえで必要不可欠な存

在であるが、正式な職位ではないために必要要件を備えた人材の採用・定着が困難で

あった。その結果、中央と北部地方では長期にわたって IST コーディネーターが不在

となり、活動の実施やモニタリングに影響を及ぼした。 
 

３－５ 結 論 

プロジェクト目標として追求してきた NB-IST の仕組みの強化は、当初見込まれたレベルま

での達成には至っておらず、特に離島地域におけるモデルの限界も明らかになった。しかし、

看護指導官をターゲットにした管理ツールの開発や技能強化を行ったことで、スーパービジョ

ンや NB-IST などその職務がより組織化され、その意味で NB-IST の仕組みは目的ではなく看護

管理の向上のための手段であったということができる。マネジメント能力とリーダーシップに

焦点を当てたことで支援型監督指導の文化が芽生え、看護の質の向上に貢献していることが報

告されているほか、管理職の間にはエビデンスに基づいた意思決定やそのためのデータの重要

性も、徐々にではあるが認識され始めている。プロジェクトによってもたらされた正の効果を

拡大するには、保健省が、特に M&E がまだ課題である点に留意しつつ、今後も継続して管理

職の能力強化を図ることが不可欠であると同時に、看護職に限らず全医療職に関してサービス

の質の向上の視点から継続的職能開発を含む人材育成を組織的に推進していくことが望まれ

る。 
 

３－６ 提 言 

（1）プロジェクトに対して 
1． 設定されたすべての指標データを追跡し、確実かつ適切にプロジェクトのモニタリング

を実施すること。 
2． 地区レベル、地方レベル、国レベルで収集されたデータの質とデータ活用状況について、

監視・分析すること。 
3． M&E ツールと M&E 技能のギャップに対処し、改善に向けた議論を促進すること。 
4． 既存の制約にかんがみ、NB-IST メカニズムの構成活動に係る報告期限や活動頻度が適

切に設定されるよう再検討すること。 
 

（2）保健省に対して 
1． マネジメント能力と実践の向上に向けた保健省全体の取り組みを、一つのプログラムに

集約することを検討すること。 
2． 人材開発に係る関連機関の継続的な組織強化を図ること。特に、現任教育の質と有効性

を担保するためには、看護審議会の組織強化が求められる。 
3． 地域保健看護師や他の保健人材の現任教育の向上のために必要不可欠な IST コーディ

ネーターを正式な職位として承認すべく継続的な努力を払うこと。  
4． M&E を通じて収集されたデータの真の有用性と意思決定への有効活用を保証すべく、

全レベルの看護管理職の M&E に係る能力強化を支援すること。 
5． 当座的措置として開発された現任研修データベースについて、再稼働に向けて作業中の
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保健人材情報システムにそのすべてを統合すること。 
 

（3）JICA に対して 
今後フィジー保健セクターへの支援を計画する際は、フィジーのニーズを的確かつ慎重

に見極めたうえで本プロジェクトの成果を生かした支援を検討すること。将来の協力効果

を 大限に高めるべく、適切かつ詳細な戦略を練る必要がある。 
 

３－７ 教 訓 

中間管理職の能力強化は、①上位管理職の意思決定に必要な情報提供を可能にすると同時に、

②スーパービジョンを通じて、地域保健看護師によるサービスの質の向上に正のインパクトを

与え得る。保健システム強化において中間管理職をターゲットにする場合は、併せて上位管理

職の能力強化を図ることで、サービスの質の向上により大きなインパクトを与えることができ

る。 
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評価調査結果要約表（トンガ王国） 
１．案件の概要 

国名：トンガ王国 案件名：地域保健看護師のための「現場ニーズ

に基づく現任研修」強化プロジェクト 
分野：保健 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部保健第三課 協力金額（評価時点）：約 4.5 億円（3 カ国合計） 
協力期間 （R/D）：2011 年 1 月～2014 年 1 月 先方関係機関：保健省 

 日本側協力機関：特定非営利活動法人 HANDS、 
（株）コーエイ総合研究所 

 他の関連協力：フィジー国地域保健看護師現任

教育プロジェクト（2005～2008 年） 
１－１ 協力の背景と概要 

保健人材の強化はミレニアム開発目標（MDGs）の達成のためにも喫緊の課題と認識されて

いるが、大洋州地域においては人材の流出のほかに、財政上の制約から十分な人材育成を図る

ことが困難であり、また育成された医療人材の能力も先進国に比して低い状況にある。フィジ

ー共和国（以下、「フィジー」と記す）では看護職が地域保健サービスの主要な提供者となって

いることから、保健指標の改善には地域看護師の能力向上が不可欠であるが、現任の看護師を

含む医療従事者に対するスーパービジョンの弱さと、現場で行われるべき継続医療教育の質及

び量が課題となっている。 
わが国は 2005 年 4 月より 3 年間、「フィジー国地域保健看護師現任教育プロジェクト」（以下、

「前プロジェクト」）を実施し、中東部地方において地域保健看護師の能力評価とその結果に基

づくスーパービジョンとコーチング等を行うとともに、「現場ニーズに基づく現任研修

（NB-IST）」の実施モデルを構築・試行し一定の成果を上げた。その後、同モデルを全国的に

普及させるための技術協力支援の要請がフィジー政府よりなされ、同様の問題を抱えるトンガ

王国（以下、「トンガ」と記す）及びバヌアツ共和国（以下、「バヌアツ」と記す）も含めた大

洋州地域を対象とした地域保健看護師のための「現場ニーズに基づく現任研修」強化プロジェ

クトが 2010 年 10 月より約 3 年間（トンガにおいては、2011 年 1 月から 3 年間）実施されるこ

ととなった。 
 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
トンガにおける地域保健サービスの質が向上する。 

 
（2）プロジェクト目標 

既存のスーパービジョン・システムに組み込まれた「現場ニーズに基づく現任研修」の

メカニズムが強化される。 
 
（3）アウトプット 

1． 看護スーパービジョン・システムが、「現場ニーズに基づく現任研修」のメカニズムに
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適合するよう再定義される。 
2． 新たに定義された看護スーパービジョン・システムに沿った NB-IST メカニズムの M&E

システムが確立する。 
3． 看護指導官の、看護師に対する能力基準（Competency Standard：CS）評価実施能力が

向上する。 
4． 看護指導官の、看護師に対するコーチング及び NB-IST 実施能力が向上する。 
5． トンガ、フィジー、バヌアツ国内及び各国間（もしくは 3 カ国を超えて）において、プ

ロジェクトの進捗及び成果が共有される。 
 

（4）投入（2013 年 7 月末現在） 
日本側： 

短期専門家派遣：10 名（27.77 人月） 
機材供与：31 万 9,655 円 
ローカルコスト負担：1,606 万 4,984 円 

相手国側： 
カウンターパート配置：延べ 16 名 
土地・施設提供：看護学校内プロジェクト事務所、光熱費、主なオフィス家具 
ローカルコスト負担：2 万 3,996 パアンガ（140 万 5,757 円）を他ドナーより調達 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 
 

団長： 花田 恭 国際協力機構 国際協力専門員 
技術参与： 堀井 聡子 国立保健医療科学院 国際協力研究部 主任研究官 
評価企画： 山下 祐美子 国際協力機構人間開発部保健第三課 ジュニア専門

員 
評価分析： 今仁 直美 グローバルリンクマネージメント（株） 研究員 

 

調査期間 2013 年 9 月 2～13 日 評価種類：終了時評価 
３．評価結果の概要 

３－１ アウトプット・目標の達成度 

オーナーシップの醸成とカウンターパートの十分な巻き込みを重視したため、活動の進捗に

遅れがみられたが、終了時評価の時点では NB-IST のもう一巡の実施とマニュアルの 終化を

残し、計画された活動はほぼ終了している。 
 

＜アウトプット 1＞看護スーパービジョン・システムが、「現場ニーズに基づく現任研修」の

メカニズムに適合するよう再定義される。 
ほぼ達成されている。NB-IST のメカニズムに沿って地方看護指導官の役割が明確になっ

たことを受けて、中央レベルの指導官（看護部管理職）の役割や、看護審議会、研修委員

会といった関連機関の現任研修に関連する機能が、プロジェクトが作成した IST マニュア

ルに文書化された。同マニュアルは 終化をめざして編集作業が進められており、プロジ

ェクト終了時までに保健省の承認を得ることが計画されている。 
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＜アウトプット 2＞新たに定義された看護スーパービジョン・システムに沿った NB-IST メカ

ニズムの M&E システムが確立する。 
M&E システムの全体像はほぼ完成しており、パイロット地域においてはその運用がなさ

れている。指標（「看護スーパービジョン・システムに係る M&E システムについて明記さ

れた文書」）に関しても、プロジェクトの終了までには IST マニュアルが完成する見込みで

あり、M&E システムの構築という意味での本アウトプットは、ほぼ達成されているといえ

るが、その運用に関しては幾つかの課題が残されている。現状においては、報告書の利用・

管理状況にばらつきがみられるほか、電子データによる報告書の作成・提出は、多くの看

護指導官がコンピューターの操作に不慣れなことに加えて、コンピューターの端末数やイ

ンターネットの接続に制約があることから、その定着にはさらなる時間と個人レベルでの

指導が必要と思われる。また、非パイロット地域では、実施されていない活動もあること

から、M&E システムの活用状況にも必然的な差が認められる。また中央、地方レベルとも

に、収集されたデータの活用・分析は不十分であり、構築されたシステムの定着には今後、

指導官の業務におけるデータの有用性や活用法の理解を深めることも重要であると思料さ

れる。 
 

＜アウトプット 3＞ 看護指導官の、看護師に対する能力基準（CS）評価実施能力が向上する。 
指標（「CS 研修を受けた看護指導官の割合」）は 100％に達しており、プロジェクト開始

前は能力基準やその評価（能力評価）に関する知識・技能はなかったことから、本アウト

プットは達成されたといえる。ただ、評価の基準に関しては看護指導官の間でも若干のば

らつきがみられることから、今後もカウンターパートは機会をとらえて能力評価の均質化

を図っていくことが望まれる。 
 

＜アウトプット 4＞看護指導官の、看護師に対するコーチング及び NB-IST 実施能力が向上す

る。 
当初の想定より限定的であるが、達成されている。指標〔「スーパービジョン（監督指導）

とコーチング（Supervision and Coaching：S&C）及び NB-IST 研修を受けた看護指導官の割

合」〕の達成度は S&C 研修において 78％、NB-IST 研修は 56％であり、アウトプット 3 に

比してその達成度は低い。これは臨床看護課が能力評価の実施に集中するため、それ以外

の NB-IST 関連活動は行わない方針を決定したことで、研修対象となっている 3 次医療施

設（ヴァイオラ病院）の指導官の大半がコーチング及び NB-IST の研修を受講していない

ためである。本プロジェクトは地域保健に重点を置いたものであり、3 次医療施設の臨床

看護は本来プロジェクトのスコープ外であったことを考慮すると、当初の数値的目的は達

成されているとみなすことができる。しかし、コーチングや NB-IST は、トンガにとって

その概念自体が新しく、インタビュー結果からみる限り地域保健看護においてもその理

解・技能が定着したとはいえない。今後保健省は、特に非パイロット地域において、S&C
及び NB-IST の実施支援を通じて、地方レベル看護指導官の能力の定着を図っていくこと

が望まれる。 
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＜アウトプット 5＞トンガ、フィジー、バヌアツ国内及び各国間（もしくは 3 カ国を超えて）

において、プロジェクトの進捗及び成果が共有される。 
プロジェクトの企画したテレビ会議や広域ワークショップには関係者が参加しており、

また国際会議においても 3 度の発表が行われた。看護部長は海外出張の機会にもプロジェ

クト成果品の共有などを行っていることが報告されている。 
 

＜プロジェクト目標＞既存のスーパービジョン・システムに組み込まれた「現場ニーズに基

づく現任研修」のメカニズムが強化される。 
計画されたレベルにほぼ達している。定量的指標である「年 1 回以上、能力基準を用い

た CS 評価を受けた看護師の割合」と「年 1 回以上、コーチング用紙を用いたコーチング

を受けた看護師の割合」は共に、2013 年末までに 100％に達することが見込まれている。

また NB-IST メカニズムを構築・実施したことでもたらされた看護管理システム上の改善

点として、地方看護指導官の役割の明確化、スーパービジョンの内容の均質化のほか、ス

ーパービジョンが個々人の能力を伸ばす手段に変わり、上司と部下のコミュニケーション

が促進された結果、チームワークの機運が高まったことなどが報告されており、本プロジ

ェクトがトンガにおけるスーパービジョンの理念を大きく変え、看護管理システムの強化

に貢献したということができる。その一方で、構築されたトンガ版 NB-IST メカニズムは、

「確立」されたというには時期尚早であり、特に M&E や NB-IST の有効な活用を模索して

いく必要がある。 
 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：一定の妥当性が認められる 
政策面における整合性は、トンガ側、日本側ともに確保されている。本プロジェクトは、

「看護師に必要な能力を特定するためのツール・活動」というニーズに対しては十二分に

対応することができたが、それに続く「看護師の能力強化」というニーズに関しては、

NB-IST の実施が予算不足でままならないため、十分に応えることができているとはいい難

い。一方、大局的な視点からは、看護師の絶対数の不足という課題に対して、支援型監督

指導を通じて看護師一人ひとりの可能性を 大限に引き出す手段として、また国家的課題

である非感染症（Non-Communicable Disease：NCD）対策には、地方看護指導官の機能強

化による看護管理の合理化・効率化を通じて、間接的に貢献をするものであるといえる。 
 

（2）有効性：一定の有効性が認められる 
トンガ版 NB-IST メカニズムが完成しつつあり、プロジェクトはフィジーで開発された

仕組みをトンガの既存システム及びニーズに合致するよう改造し、試行することにおいて

は有効であった。一方で構築された NB-IST メカニズムは、ニーズに合致した継続教育の

提供という本来の目的に関して、その有効性を裏づけるデータはない。財政上の問題から

NB-IST の実施が困難であるという現状をかんがみると、コーチングや職場ごとの勉強会と

いった低コストまたはノーコストの活動を多用するモデルに改変することが必要と思われ

る。一方、報告されている上位目標や看護行政上の正のインパクトからは、NB-IST が看護

管理の強化という側面において有効だったことがうかがえる。 
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（3）効率性：限定的 
広域案件として、国別の投入計画は策定されていないため、個別の議論は困難であるが、

他の 2 カ国と同様に日本側協力機関の自社負担による専門家の追加投入が行われており

〔65 日（2.17 人月）〕、効率性は当初の想定ほどは高くなかったことが示唆される。日本人

専門家が複数国にまたがって活動することで期待された効率性は、一定レベル担保された

と判断されるが、「フィジーの経験や成果品の共有」や「フィジーで育成された人材を第三

国専門家として活用すること」に関しては、両国のシステムの違いや 2 国間の関係性もあ

り、そのまま適用できるものがほとんどなかったことから、効率性は限定的であった。そ

の他、トンガにおいて効率性に影響を与えた要因としては、①短期間かつシャトル型で運

営するプロジェクトで 3 度（実際は 2 度）も調査をかけるデザインとなっていたこと、②

広域案件であることを意識した PDM であったため、トンガ側にその内容や結果として得

られる利点を伝えづらく、オーナーシップやコミットメントの醸成に影響したこと、③研

修プログラムや成果品の内容をワークショップを通じてカウンターパートに執筆させる手

法は（オーナーシップの醸成においては非常に有効な手段であったが）、時間のかかるもの

であったことなどが挙げられる。 
 

（4）インパクト： 
① 上位目標「トンガにおける地域保健サービスの質が向上する」達成の見込み 

指標は能力評価の評点に関するものであり、その将来的な動向を予測するデータは現

時点ではないものの、NB-IST だけでなくコーチング等の活動を継続的に実施することに

より、その上昇は見込まれる。サービスの質に関しても、出勤時間の厳守、利用者に接

する態度、利用者からの苦情の減少といった面での向上は既に報告されており、支援型

監督指導の導入によって現在高まっている看護師と看護指導官の士気を維持することが

できれば、上位目標達成の可能性は高いと思われる。また、上位目標は地域保健に特化

した設定であることから、今後地域保健特有の専門技能を強化する活動を加えること、

さらに、看護指導官の能力強化を継続的に行っていくことが、より高いレベルで上位目

標を達成するために望まれる。 
 

② その他のインパクト 
本プロジェクトが看護管理の面でもたらした正のインパクトは、プロジェクト目標の

項で既述したが、そのほかに、プロジェクトが地域看護だけでなく臨床看護も対象とし

たことで、保健省の看護部内で課を超えて協働する機運が高まったことが報告されてい

る。またプロジェクトで策定した能力基準と評価がパフォーマンス評価のツールとして

人事院に認められたことも、モチベーションを高める一因となっている。負のインパク

トは報告されていない。 
 
（5）持続性：比較的高い 

保健省は能力評価の継続的実施に高いコミットメントを表明しているほか、能力基準は

看護学校で基礎教育カリキュラムに統合されつつあること、中央レベルから実施していた

スーパービジョンが地方レベルで行われるようになり、より少ない予算で実現するように
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なったこと、プロジェクト活動を通じ、地方看護指導官がファシリテーション技術を身に

つけたため、今後は地方で独自に研修を行うことが可能になったことなどから、プロジェ

クトによって発現した効果の持続性は高いと見込まれる。一方 NB-IST メカニズムの持続

性に関しては、NB-IST の実施が技術面、予算面で確立されていないことをかんがみると、

その存続にはさらなる取り組みが求められる。 
 

３－３ 効果発現の貢献要因 

（1）計画内容に関すること 
・ プロジェクトの対象に地域保健だけではなく臨床看護を含めたことで、全体としての

看護管理体制の改革・強化が可能となったほか、保健省看護部内でセクションを超え

た一体感が強まった。 
・ 当初トンガ側の NB-IST メカニズムやプロジェクトへの理解やコミットメント醸成が

なかなか進まなかった一方で、彼らが も関心をもっていた評価基準に関する活動か

ら着手したことで、プロジェクトへの関与が担保され、 終的にはオーナーシップを

引き出すことに成功した。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

・ 日本側はシャトル型の短期専門家のみでプロジェクトを運営する計画であったが、細

かい要望に応えることが困難であることから、途中からチーフアドバイザーがフィジ

ーに長期滞在するようになった。これにより先方のニーズに応える形でのより頻繁な

トンガ出張が可能となった。 
・ また日本人専門家は、現地を不在にする時期にも、カウンターパートや現地雇用のプ

ロジェクトスタッフと密にメールでの連絡を行い、質問や依頼にも速やかに対応する

ことで、活動の進捗モニタリングを行った。 
 
３－４ 課題及び効果発現の阻害要因 

（1）計画内容に関すること 
・ プロジェクト開始当時トンガに存在しなかった NB-IST メカニズムの強化を目標とし

たため、その内容に関して知識のないトンガ側にはプロジェクトのもたらす便益への

理解が深まらなかった。また、PDM も広域案件としてフィジーのものに合わせたもの

であったため、トンガの状況との間に齟齬が生じ、トンガ側のオーナーシップやコミ

ットメントの醸成に時間がかかった。日本人専門家は、トンガ側がプロジェクトの利

益を理解し始めるまで、当初の活動内容を強力かつ粘り強く推し進めることで、また

PDM は中間レビューの折に大幅な改訂を行うことで、この問題に対処した。 
・ 当初の積算根拠は明らかでないが、予算上限まで追加投入を行わざるを得なかったこ

とから、当初の投入計画が十分ではなかったといえる。また日本側協力機関が自社負

担でチーフアドバイザーをフィジーに常駐させることで、トンガを含めた 3 カ国にお

けるニーズに対応した。 
・ 対象の看護師・看護指導官が活動または成果ごとに設定されており、モニタリングを

含むプロジェクトマネジメントが非常に複雑であった。 
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（2）実施プロセスに関すること 
・ 保健省の財政状況が厳しく、費用分担の原則から保健省が自己予算で実施することが

期待されていた非パイロット地域における活動の多くは実現しておらず、これがアウ

トプット 2 及び 3 の達成に若干の影響を及ぼしている。保健省が も力を入れている

能力評価に関する研修の一部は、保健省が世界保健機関（World Health Organization：
WHO）や国連人口基金（United Nations Population Fund：UNFPA）といったドナーの

支援を得て実施した。 
 

３－５ 結 論 

当初のプロジェクトデザインに課題はあったものの、現時点におけるアウトプットやプロジ

ェクト目標の達成状況から判断すると、プロジェクトの有用性は十分に発揮されたとみること

ができる。厳しい保健財政をかんがみると、特定された課題の解決には NB-IST 以外の手段が

必要であり、その意味では本プロジェクトで策定・試行されたトンガ版 NB-IST メカニズムに

は、さらに若干の調整が必要である。プロジェクトのインパクトとして、支援型監督指導の概

念と有用性が認識され始めているところ、①策定中の IST マニュアルの必要箇所の書き直しを

行い、②現職看護指導官の士気を維持すると同時に、新たに登用される看護指導官が支援型監

督指導にかかわる十分な知識と技術を習得するための仕組みを整え、③NB-IST をはじめとする

さまざまな職能教育の機会を実現するための資金を確保する継続的な努力を払うことで、モデ

ルの有効性は上昇すると考えられる。プロジェクトの残余期間ではこうした活動が中心となる

と思われるが、数年後に上位目標を達成するためにも、保健省は地域保健に特化した能力基準

の策定に着手することが推奨される。 
 

３－６ 提 言 

（1）プロジェクトに対して 
1．IST マニュアルについて 

・ コーチングや職場での勉強会等の実行可能かつ安価な現任教育手法を取り入れるよ

うに NB-IST の仕組みとマニュアルを見直すこと。 
・ IST マニュアルの各章の内容と質の整合性を担保すること。 
・ IST マニュアルを 終化し、保健省による正式承認を得ること。またすべての看護

指導官と関係機関・関係者に必要部数を配布すること。 
・ プロジェクト終了までに上記活動をすべて終えるため、プロジェクト残余期間の活

動と役割や責任の所在を明確に計画に落とすこと。 
2．モニタリング評価について 

・ モニタリング評価のためのフォーマット等のツール類をさらに使いやすいものに改

善すること。同時に、特に中央レベルの関係者がデータの有用性について十分に理

解し活用していけるよう支援すること。 
 

（2）保健省に対して 
1．以下の取り組みを通じて、支援型監督指導の実践を継続・強化すること。 

・ スーパービジョンを通じて特定された課題に対処するため、コーチングや組織内研
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修等の実行可能な現任教育手法を用いて、看護師の能力開発の機会を担保すること。 
・ 資源動員のための継続的努力を払うこと。具体的には、①NB-IST を含む能力開発の

活動に必要とされる利用可能な資源を分析し、実行可能かつ現実的な戦略を考案す

ること。②看護師が重要な役割を担っているドナー資金のプログラムに積極的にリ

ンクし、活用すること。 
・ 看護指導官が獲得した技術を確実に適用できるよう、彼らの能力を確認・向上する

ための機会を担保すること。特に、パイロット地域以外の看護指導官への配慮が必

要である。  
・ 今後新しい看護指導官の支援型監督指導の技術を適切に体得できるよう具体的な方

策を設けること。 
2．サービスの質の向上に向けてさらなるインパクトを誘発するために、以下の取り組みが

必要である。 
・ 地域保健等の特定の看護領域に係る能力基準を開発すること。  
・ 変化する保健ニーズに対処できるよう適切なタイミング・間隔で能力基準を見直す

こと。 
・ 意味のある能力評価を実践するため、看護指導官と看護師に継続的な研修を行うこ

と。 
 

（3）JICA に対して 
JICA は、プロジェクトデザインの変更を 小限に抑えるためにも、緻密な現状分析に基

づきプロジェクトを形成すること。 
 
３－７ 教 訓 

広域案件を形成する際は、国によって背景や保健システムが異なることを理解し、現地のニ

ーズや実行可能性を見極めて、慎重に検討されるべきである。広域案件では、多少柔軟なプロ

ジェクトデザインが必要かもしれない。 
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評価調査結果要約表（バヌアツ共和国） 
１．案件の概要 

国名：バヌアツ共和国 案件名：地域保健看護師のための「現場ニーズ

に基づく現任研修」強化プロジェクト 
分野：保健 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部保健第三課 協力金額（評価時点）：約 4.5 億円（3 カ国合計） 
協力期間 （R/D）：2011 年 3 月～2014 年 2 月 先方関係機関：保健省 

 日 本 側 協 力 機 関 ： 特 定 非 営 利 活 動 法 人 
HANDS、（株）コーエイ総合研究所 

 他の関連協力：フィジー国地域保健看護師現任

教育プロジェクト（2005～2008 年） 
１－１ 協力の背景と概要 

保健人材の強化はミレニアム開発目標（MDGs）の達成のためにも喫緊の課題と認識されて

いるが、大洋州地域においては人材の流出のほかに、財政上の制約から十分な人材育成を図る

ことが困難であり、また育成された医療人材の能力も先進国に比して低い状況にある。フィジ

ー共和国（以下、「フィジー」と記す）では看護職が地域保健サービスの主要な提供者となって

いることから、保健指標の改善には地域看護師の能力向上が不可欠であるが、現任の看護師を

含む医療従事者に対するスーパービジョンの弱さと、現場で行われるべき継続医療教育の質及

び量が課題となっている。 
わが国は 2005 年 4 月より 3 年間、「フィジー国地域保健看護師現任教育プロジェクト」（以下、

「前プロジェクト」）を実施し、中東部地方において地域保健看護師の能力評価とその結果に基

づくスーパービジョンとコーチング等を行うとともに、「現場ニーズに基づく現任研修

（NB-IST）」の実施モデルを構築・試行し一定の成果を上げた。その後、同モデルを全国的に

普及させるための技術協力支援の要請がフィジー政府よりなされ、同様の問題を抱えるトンガ

王国（以下、「トンガ」と記す）及びバヌアツ共和国（以下、「バヌアツ」と記す）も含めた大

洋州地域を対象とした地域保健看護師のための「現場ニーズに基づく現任研修」強化プロジェ

クトが 2010 年 10 月より約 3 年間（バヌアツにおいては、2011 年 3 月から 3 年間）実施される

こととなった。 
 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
他州への拡大を念頭に、「現場ニーズに基づく現任研修（NB-IST）システム」がデザイ

ンされ、パイロット州にて試行される。 
 

（2）プロジェクト目標 
パイロット地域において、地域保健看護師に対する現場事情に即したスーパービジョン

とコーチング（S&C）のモデルが実施される。 
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（3）アウトプット 
1． S&C 試行のモデルがデザインされ使用される。 
2． パイロット州の看護指導官が S&C の技術を身につける。 
3． パイロット州において、看護指導官によって S&C が定期的に行われる。 
4． バヌアツ、フィジー、トンガ国内及び各国間（もしくは 3 カ国を超えて）において、プ

ロジェクトの進捗及び成果が共有される。 
 

（4）投入（2013 年 7 月末現在） 
日本側： 

短期専門家派遣：10 名（15.7 人月） 
研修員受入れ：なし 
供与機材：140 万 9,522 円 
ローカルコスト負担：1,196 万 8,787 円 

相手国側： 
カウンターパート配置：全 7 ポスト、延べ 14 名 
土地・施設提供：保健省内プロジェクト事務所、光熱費、オフィス家具の一部 
ローカルコスト負担：94 万 165 バツ（97 万 2,131 円） 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 
 

団長： 石井 羊次郎 国際協力機構 国際協力専門員 
評価企画： 山下 祐美子 国際協力機構 人間開発部保健第三課 ジュニア専

門員 
評価分析： 今仁 直美 グローバルリンクマネージメント（株） 研究員 

 

調査期間 2013 年 8 月 18 ～ 31 日 評価種類： 終了時評価 
３．評価結果の概要 

３－１ アウトプット・目標の達成度 

プロジェクトは、バヌアツ側のオーナーシップの醸成に配慮しつつ、現実に即した NB-IST
システムの構築を行った。終了時評価時点では、ガイドラインの 終化とスーパービジョンの

もう一巡の実施を除いて、計画された活動はほぼ終了している。 
 
＜アウトプット 1＞S&C 試行のモデルがデザインされ使用される。 

プロジェクト終了までには達成される見込みである。フィジーの NB-IST メカニズムを

土台に、能力評価、スーパービジョンとコーチング、モニタリングの各要素から成る S&C
モデルが、ステークホルダーを集めたワークショップでの協議を重ねてデザインされ、看

護指導官向けの S&C ガイドラインにまとめられている。モニタリングについてはまだ試行

していない部分もあり、ガイドラインも 終化には至っていないが、指標の一つとなって

いる能力基準は既に完成している。本プロジェクトで構築されたスーパービジョンの仕組

みはその試行が開始されたばかりであり、全国への普及を検討する前に、今後数回実施を

重ねたうえでその実用性を検証する必要がある。現段階においてはシェファ州に既存のス

ーパービジョンの仕組みとは連動していない。 
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＜アウトプット 2＞パイロット州の看護指導官が S&C の技術を身につける。 
達成されつつある。看護指導官の研修はほぼ終了しており、看護指導官の上司にあたる

州保健事務所管理職の S&C のモニター及び実施支援に関する研修が 2013 年 10 月に予定さ

れていることから、本アウトプットはプロジェクト終了までに当初計画されたレベルの成

果を達成されることが見込まれる。現時点において研修を受講した看護指導官の技能習得

レベルやその現場での活用状況には個人差がみられることから、本アウトプットをより強

化するために、特に追加的支援を求める看護指導官の個別支援と、その補佐役として研修

には参加したものの、S&C の実施を行っていない数名へのフォローアップが望まれる。 
 

＜アウトプット 3＞ パイロット州において、看護指導官によって S&C が定期的に行われる。 
達成されつつある。2012 年 8 月からの 1 年間で全看護指導官が S&C を 2 巡実施してお

り、策定されたガイドラインの頻度に関する基準値を満たしていることから、指標は達成

されている。しかし、これまでの S&C はプロジェクト活動として日本側がリードし経費も

そのほとんどを負担して実施されており、今後も定期的に実施されるかは、未知数である。

定期実施に関する懸念材料としては、①看護指導官自身がサービス提供者であるため、多

忙な施設に勤務する指導官がアクセスの悪い施設にスーパービジョンに出かける余裕がな

い、②必要経費・交通手段の 2 点が挙げられる。また現時点においては S&C 後のフィード

バックが十分に実施されていないことも課題として残されている。 
 

＜アウトプット 4＞バヌアツ、フィジー、トンガ国内及び各国間（もしくは 3 カ国を超えて）

において、プロジェクトの進捗及び成果が共有される。 
国際会議での発表は実現していないが、プロジェクトの企画したテレビ会議や広域ワー

クショップには関係者が参加し、進捗状況の報告や意見交換を行ったことで、本アウトプ

ットの目的は達成されていると考えられる。 
 

＜プロジェクト目標＞パイロット地域において、地域保健看護師に対する現場事情に即した

スーパービジョンとコーチング（S&C）のモデルが実施される。 
直近のデータでは、指標はすべてその目標値に到達しており、「S&C モデルを構築しパ

イロット地域で試行する」という目的は達成されたと判断できる。その一方で、アウトプ

ット 3 に関連して前述したように、S&C の定期的かつ継続的な実施に関しては、資金及び

技術面においていくつかの課題が認められる。プロジェクト終了までにもう 1 巡予定され

ている S&C の実施において、これらの課題の現状を見極めると同時に、プロジェクト終了

後に保健省が継続的に展開していくことを見据えて、実施可能かつ現実的な対応策を模索

していくことが求められている。 
 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：一定のレベルの妥当性が認められる 
現行の保健セクター戦略（2010～2016 年）においては、看護師の技能強化がより良い保

健サービス提供の要であることが明示されており、保健省はそのためにより多くの現任教

育の機会を提供することを謳っている。また本プロジェクトは、WHO が長期人材育成計
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画策定に向けた準備調査で特定された①定期的な支援型監督指導や研修、勤務評定と建設

的なフィードバックの欠如と、②臨床から管理職に登用された医療人材がマネジメントに

かかわるノウハウを学ぶ機会の必要性、というニーズに対応するものであるが、①に関し

てはスーパービジョンの予算確保が困難な状況で、構築された S&C モデルが対処できる可

能性は限定的である。財政難、構造改革、看護行政システムの欠如といった状況で、予算

の確保を前提とする NB-IST システムを構築することの妥当性は、プロジェクト策定の段

階でより慎重に検証されるべきだったとも考えられる。 
 

 （2）有効性：一定の有効性は認められる 
本プロジェクトの PDM 上の目的は、フィジーの NB-IST メカニズムの S&C の要素をバ

ヌアツの地域保健の現場事情に即して再構築し、パイロット地域として指定したシェファ

州で定期的に実施することとされている。時間的制約から定期的な実施は確認できないも

のの、現段階においてプロジェクト目標の指標値はほぼ達成されており、その意味では本

プロジェクトは有効であったと判断される。その一方で、プロジェクト活動には構築され

たモデルの有効性の検証に係る活動が組み込まれていないため、今後一定期間（1～2 年程

度）モデルの試行を継続したうえで、その有用性、持続性、汎用性等を改めて検証する必

要があると思われる。 
 

 （3）効率性：比較的限定的である 
他の 2 カ国と同様に、国別の投入計画は策定されていないため、本プロジェクトに限っ

た効率性の議論は困難であるが、当初予想された日本人専門家が複数国にまたがって活動

することで得られる効率性は、一定レベル担保されたと判断される。しかし、成果品や経

験の共有による効率性は、両国のシステムの違いによりそのままバヌアツで活用できるも

のが当初想定されたほど多くなかったことから、限定的であった。また追加投入が必要と

なったことからも、当初の想定より効率性が限定的であったことが示唆される。バヌアツ

において効率性に影響を与えた負の要因としては、①地方分権を念頭に構造改革が進行中

である時期に、既存の仕組みに合致したシステムを構築しようとしたこと、②「S&C シス

テムの構築・試行」をプロジェクト目標に設定したものの、その内容に精通しないバヌア

ツ側にプロジェクトの枠組みやその利点が理解されるのに時間を要したこと、③行政上看

護管理の概念が希薄なバヌアツ側カウンターパートの間でプロジェクトのオーナーシップ

が希薄であり、短期シャトル型で派遣される日本人専門家が不在の間はほとんど活動が進

まなかったこと、④プロジェクトの後半になってからそのスコープを縮小したこともあり、

結果として活動の無駄が出たこと、⑤プロジェクト開始当初の数カ月間は活動が実施され

なかったことなどが挙げられる。また、比較的短期間・低予算のうえ、短期専門家のみで

運営されるプロジェクトにおいて、ベースライン調査の実施が資源の効率的な活用であっ

たとはいい難く、プロジェクト策定時に適切なニーズアセスメント調査を行うことが検討

されるべきであった。 
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（4）インパクト 
① 上位目標「他州への拡大を念頭に、『現場ニーズに基づく現任研修（NB-IST）システ

ム』がデザインされ、パイロット州にて試行される」達成の見込み 
上位目標の達成は楽観できない。上位目標の達成には、今後シェファ州保健事務所が

数年以内に、S&C 試行モデルの運用・改善を継続し、独自に①S&C の実施で得られた情

報から、看護師へのローカルレベルの短期研修（NB-IST）で対処すべき課題を見極め、

②資金や講師の調達を含め NB-IST を実施するノウハウを習得・実践することが求めら

れている。日本人専門家は、プロジェクト期間が終了する前に、シェファ州保健事務所

の管理職 2 名に対し上記 2 点に関するノウハウを伝授することを計画しているが、士気

の持続という面からも、現地における技術面での追加的な支援が必要となることが予想

される。他州への拡大に関しても、保健省に看護局がない環境において、その先導役が

いないことが懸念材料である。 
 

② その他のインパクト 
能力基準の導入で、看護師個々人が課題を認識することが容易になり、本プロジェク

トで開始された支援型監督指導にも刺激される形で、現場の士気も向上していることが

報告されている。また、本プロジェクトで策定された看護師の能力基準とその評価は、

人事院にもその有用性が認められ、年次職務評価に活用できるものとして認識が広がっ

ている。またその内容は看護師の養成機関であるバヌアツ看護教育カレッジ（Vanuatu 
College of Nursing Education：VCNE）のカリキュラムに統合されたほか、今後臨床看護

に特化した能力基準を策定する計画も浮上している。 
一方で、バヌアツ保健セクターで実施される現行のスーパービジョンは、疾病課題別

のいわゆる「縦割りプログラム」がそれぞれ別々に行われているが、本プロジェクトで

構築された S&C モデルはそれに並立する形で実施されている。目的が異なるとはいえ、

現行のものと並立する形で別のスーパービジョン体制をつくることとなったことは、保

健省・州保健事務所が推進すべき効率化の動きに逆行するものであることは否めない。

しかし、ゾーン看護指導官を活用する S&C モデルは、州保健事務所に配置されているプ

ログラム担当官が、州内の全施設を担当するというこれまでの仕組みの限界を打開する

可能性をもっており、その意味で効率的なスーパービジョンのあり方を模索する保健行

政に新たな代替案を提示したとみることもできる。 
 

（5）持続性：限定的 
政策的な持続性は高いとみられるが、保健行政の構造改革が進行するなかで、組織的・

制度的な持続性は未知数である。プロジェクト終了後、保健省のオーナーシップの下、関

連する活動を実施していく基盤が保健省内で弱いことが懸念材料であり、今後シェファ州

保健事務所内で S&C 実施に適切な体制が構築できるかが、持続性の一つの鍵になると思わ

れる。また、本プロジェクトで構築した S&C モデルは、定期的なスーパービジョンを実施

するために必要な資源が確保されて初めてその有用性が発揮されるものであるが、そうし

た活動を外部資金に頼っている現状をかんがみると、財政面での持続性は厳しいといわざ

るを得ない。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
・ 保健省に看護局がないなかで、カウンターパートに看護学校が入っていたことは、本

プロジェクトにおける技術的な中心的機関を確保することにつながった。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

・ JOCV との協働により、研修の実施や現場における成果品（能力基準やスーパービジ

ョンチェックリスト）の活用に関する支援が得られた。 
・ 日本側はシャトル型の短期専門家のみでプロジェクトを運営する計画であったが、細

かい要望に応えることが困難であることから、途中からチーフアドバイザーがフィジ

ーに長期滞在するようになった。これにより先方のニーズに応える形でのより頻繁な

出張が可能となった。 
・ また日本人専門家は、現地不在期間中のプロジェクト運営にあたり、カウンターパー

トや現地雇用のプロジェクトスタッフと密にメールでの連絡を行い、質問や依頼にも

迅速に対応した。 
 
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 
・ 保健行政の構造改革が進められているなかでプロジェクトが実施され、S&C システム

の将来像が描きづらいほか、カウンターパートの職が存続するか不透明な状況が続き、

バヌアツ側の士気にも負の影響を与えている。 
・ 保健行政上看護管理を行う部局が存在しない環境で、看護師を対象にしたプロジェク

トを実施することは容易ではなかった。組織横断的なワーキンググループを組織する

ことで対処したが、今後の持続性に不安を残している。 
・ すべての成果品は英語で作成されたが、英語が得意でないユーザーもいることからも

う一つの公用語である仏語版の作成も望まれる。しかし専門用語や各種コンセプトを

適切に翻訳するにはプロジェクトに関与している看護師が手がける必要があると思わ

れるが、人材も少なくプロジェクト期間内の実現は難しい。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

・ 天候によっては離島への交通手段が限られるため、移動を伴う活動（研修、研修後の

実施指導、スーパービジョン）の進捗に影響した。またシャトル型で派遣される短期

専門家の滞在期間中にほとんどの活動が計画・実施されているが、上位の看護指導官

のなかには、短期集中型の活動に体力的についていけない者もいた。 
・ 2011 年 3 月に正式に開始されているものの、同年 5 月まで実質的な活動は実施されな

かった。3 カ国で活動を同時進行させる日本側運営体制の構築の遅れが原因と思われ

る。 
 

３－５ 結 論 

本プロジェクトは、ゾーン看護指導官のための管理ツールを導入し研修を併せることで、既
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存のものとは別の形のスーパービジョンのモデルを構築・提案した。また能力基準の導入で、

看護師個々人が課題を認識することが容易になり、本プロジェクトで開始された支援型監督指

導にも刺激される形で、現場の士気も向上している。しかし現時点では、このシステムが実際

にサービスの質の向上を生み出しているかどうかは不明であり、また財政状態が厳しく保健行

政の構造改革も進行中のバヌアツで、今後 S&C システムが定着するかどうかは予断を許さな

い。今後一定期間の試行を経て、策定されたモデルの有用性、汎用性、持続性について改めて

検証を行ったうえで、既存のスーパービジョン・システムとの統合が図られることが期待され

る。プロジェクトは予定どおり終了するも、ステークホルダーが現在の士気を維持し、こうし

た活動を実施していくために、日本側は何らかの方法で支援を継続することが適当であると思

われる。 
 

３－６ 提 言 

（1）プロジェクトに対して 
・ 残るプロジェクト期間で、シェファ州で試行された S&C モデルの成果や課題、強みや

弱みを整理すること。このレビュー結果は、モデルの改善やプロジェクト終了後 1～2
年間予定されているシェファ州でのモデル試行に活用されることが期待される。 

・ S&C ガイドラインを完成し、シェファ州保健マネジャーが実施に必要なツールや技能

を備えられるよう研修を終了すること。特に、S&C を通して抽出された現場のニーズ

や課題に対して、担当者や担当部署が適切な対応をとること、また地域保健看護師に

フィードバックを行う体制を強化する必要がある。 
 
（2）保健省に対して 

・ プロジェクト終了後もシェファ州での S&C モデルの試行を継続的に支援する担当者

を正式に任命すること。その間、看護師の教育や職能開発等、看護師をとりまく課題

全般に対応するフォーカルポイントを保健省内に設けることも検討されるべきであ

る。 
・ S&C の試行モデルにおいて、ゾーン看護指導官を効果的に機能させるために、彼らの

スーパービジョン・マネジメントにおける役割や責務を明確にし、職務内容（TOR）

を作成すること。 
・ S&C 実施のための予算を中央レベルと州レベルで確実に確保すること。その手段とし

て、必要に応じ他の開発ドナーや保健プログラムとの調整が期待される。 
・ シェファ州で開発された S&C や NB-IST モデルを他州に展開する長期的視点に立ち、

看護の質の担保に重要な役割を担うバヌアツ看護審議会の組織能力強化を促進するこ

と。 
 
（3）JICA に対して 

・ プロジェクト終了後しばらくして、ベースライン調査に関連させてシェファ州での

S&C モデルの評価を行えるよう支援をすること。 
・ プロジェクト成果を継続的にモニタリングし、他の開発ドナーと協調して、利用可能

な援助スキームを採用するなど、必要な支援を提供すること。 
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３－７ 教 訓 

・ プロジェクトの持続発展性の担保には、バヌアツの S&C や看護人材の発展を長期的に支援

できる日本国内専門機関の継続的な巻き込みが必要である。 
・ 短いプロジェクト期間のなかで、現地のニーズに即した協力になるようプロジェクトデザ

インの修正が行われたが、プロジェクトの効果や効率性をより一層高めるためには、案件

形成段階において緻密な状況分析を実施するべきである。 
 
 




