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評価調査結果要約表 
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）：5.1 億円 

協力期間 （R/D） 
2011 年 3 月～2014 年 2 月（3 年間）

先方関係機関：保健社会活動省、タンバクン

ダ州及びケドゥグ州医務局 

日本側協力機関：アイ・シー・ネット株式会

社 

他の関連協力：なし 

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、1 人当たり国民総所得（GNI）1,030 米ド

ル（世銀 2012 年）の低所得国であり、国連開発計画（United Nations Development Programme：
UNDP）による人間開発指標による順位では 187 カ国中 154 位（2013 年）に位置づけられる低

位人間開発国である。同国は、経済社会政策文書（DPES）2011-2015 及び国家保健開発計画（Plan 
National de Développement Sanitaire：PNDS）2008-2019 において、ミレニアム開発目標（Millennium 
Development Goals：MDGs）の達成を目標の一つに掲げるとともに、そのための戦略の一つと

して成果重視マネジメント（Gestion axées sur les résultats）による政策実施を謳っているが、5
歳未満児死亡率（MDG4）や妊産婦死亡率（MDG5）は、サブサハラアフリカ平均を下回って

はいるものの依然として MDGs 達成には程遠い〔MDG 目標値はそれぞれ 46 対出生 1,000、170
対出生 10 万であるのに対して、現状はそれぞれ全国平均 72 対出生 1,000、392 対出生 10 万（人

口保健調査 DHS12012）〕。 
本プロジェクトの対象地域であるタンバクンダ州及びケドゥグ州は同国の南東部に位置し、

国土の約 39％（約 7 万 5,000km2）を占める広大な地域であるが、貧困率が高く、保健指標も全

国平均に比較して悪い〔5 歳未満児死亡率はタンバクンダ州で 100 対出生 1,000、ケドゥグ州で

154 対出生 1,000（DHS2012）〕。また、施設分娩率についても、全国平均が 72.8％であるのに対

して、タンバクンダ州では 45.2％、ケドゥグ州では 32.4％となっている。 
日本はセネガル側とともに 2005 年、これら 2 州を日本の保健分野の協力の重点地域に設定

し、2007 年から保健社会活動省（以下「保健省」）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）」を実施した。現在は同プログラムの成果を全国展

開することを視野に、技術協力プロジェクト 2 件（「母子保健サービス改善プロジェクト（Projet 
de Renforcement des Soins de Santé Maternelle et Néonatale：PRESSMN）フェーズ 2」及び「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」）と無償資金協力 1
件（「国立保健医療・社会開発学校 母子保健実習センター建設計画」）を主要コンポーネント

とする「保健システム強化プログラム（2012-2016）」を実施している。この協力プログラムに

おいては、まず医療施設や医療人材といった基盤の強化、次に保健システムのマネジメントの
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強化、そしてこれら強化された保健システムに依拠しながら、ジェンダー平等推進の視点に基

づく「人間的なお産/継続ケア」のコンセプトの実践を可能とするような、母子保健サービスの

質の向上が最終的にめざされている。 
この協力プログラムの一環を成すものとして、本プロジェクト「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」は、州レベルでの保健行政及び医療施設に

おけるマネジメント、特に州保健行政における計画策定及びモニタリング評価や、医療施設に

おけるリソース管理に係る能力を強化することを目的としてセネガル政府より要請され、2011
年 3 月から 3 年間の予定で実施されている。 
 
１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
タンバクンダ州及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 

タンバクンダ州及びケドゥグ州の州医務局及び保健区において、成果重視マネジメント2

能力が強化される。 
 
（3）プロジェクト目標指標 

指標１．2013 年の年間活動計画書（Plan de Travail Annuel ：PTA）が、PTA 運用ガイドラ

イン記載の八つのステップに基づき作成される。 
指標２．2013 年の活動が、PTA 運用ガイドライン記載の七つのステップに基づきモニタリ

ングされる。 
指標３．2013 年の活動実績が、PTA 運用ガイドライン記載の三つのステップに基づき評価

される。 
指標４．2013 年までに、5S-KAIZEN-TQM（Total Quality Management：統合的品質管理）

活動が、標準化された基準とツールに基づきモニタリングされる。 
指標５．2013 年までに、各保健区において、リソース（人材、会計・財務、医薬品・医療

資機材、施設・設備）管理の改善が、既存の法や規定に従う形で、ガイドライン

やツールに基づいて計画・実施される。 
 
（4）成 果 

１．州医務局及び保健区における計画策定及びモニタリング評価（Monitoring and 
Evaluation：M&E）の能力が向上する。 

２．州医務局及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及びケドゥグ州内外で共有される。 

 

                                                        
2 セネガル国家保健開発計画（PNDS）2008-2019に明記されるコンセプト。望まれる成果に焦点を当て、意思決定プロセスを

改善すべく関連情報を適切に活用しながら政策を実施・管理することを意味する。 
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（5）投入（2013 年 11 月時点） 
（日本側） 

・ 専門家派遣 13 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、保健情報システム） 
・ 機材供与 車両 2 台（約 956 万円）、事務物品等（約 130 万円） 
・ ロ－カルコスト（約 1 億 3,335 万 5,000 円）：会議費、ローカルコンサルタント契約

費、成果品作成費等 
（セネガル側） 

・ カウンターパート（Counterpart：C/P）11 名（保健省保健総局長、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医務局長） 
・ プロジェクト執務室（ダカ－ル、タンバクンダ州） 
・ 執務室の水道光熱費等の負担 

 

２．評価調査団の概要 

調

査

者 
 

総括（セネガル側） Dr. Bineta SENE 保健省保健総局 技術顧問 

評価分析 Saly SENEGHOR THIAM 保健省保健総局 コミュニティ保健室 

団長/総括 小林 洋輔 
JICA 人間開発部保健第一グループ 
保健第二課 課長 

保健行政 永井 真理 保健省大臣官房 技術顧問 

協力企画 1 安孫子 悠 
JICA 人間開発部保健第一グループ 
保健第二課 職員 

協力企画 2 笠原 早紀 JICA セネガル事務所 所員 

評価分析 阿部 久美子 個人コンサルタント 

通 訳 Khadim FALL  

調査期間 2013 年 11 月 21 日～同年 12 月 5 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成度 
プロジェクト目標指標はほぼ達成されており、プロジェクト目標の達成見込みは高い。

・ 指標１「2013 年の年間活動計画書（PTA）が、PTA 運用ガイドライン記載の八つの

ステップに基づき作成される」については、2012 年度及び 2013 年度分の PTA がガ

イドラインに沿って作成されたことから、達成済み。 
・ 指標２「2013 年の活動が、PTA 運用ガイドライン記載の七つのステップに基づきモ

ニタリングされる」については、上記で作成された PTA を、州医務局による四半期

調整会議において関連マニュアル及びフォーマットを用いてモニタリングを行っ

ていることから、達成済み。 
・ 指標３「2013 年の活動実績が、PTA 運用ガイドライン記載の三つのステップに基づ
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き評価される」については、2012 年度分に関して実施済みであり、2013 年度分に

ついても 2014 年 3 月に実施される予定であることから、達成見込みが高い。 
・ 指標４「2013 年までに、5S-KAIZEN-TQM 活動が、標準化された基準とツールに基

づきモニタリングされる」については、保健センター内での 5S 活動に係るモニタ

リングのための基準及びツールが標準化され「5S 実践マニュアル」に統合されたほ

か、これらモニタリング基準を用いたスーパービジョンツールが作成され、保健セ

ンターにおける 5S 研修の一環として保健区マネジメントチームによるスーパービ

ジョンが実施されたことから、達成済み。 
・ 指標５「2013 年までに、各保健区において、リソース（人材、会計・財務、医薬品・

医療資機材、施設・設備）管理の改善が、既存の法や規定に従う形で、ガイドライ

ンやツールに基づいて計画・実施される」については、タンバクンダ州及びケドゥ

グ州の 2 カ所の保健区において、「医薬品管理、人材管理、保健情報活用のための

ツール」（Outils de Gestion des Ressources et de l’Information Sanitaire、以下「OGRIS」）
を用いた活動が適切に計画・実施されていることを現地視察において確認した。残

り 8 保健区については、OGRIS 研修を国連児童基金（United Nations Children's Fund：
UNICEF）の支援により実施する予定であることから、達成見込みは高い。 

 
（2）プロジェクト成果（アウトプット）の達成度 
＜成果１＞ 

成果１の指標はほぼ達成されており、プロジェクト終了までの成果１の達成見込みは高

い。 
・ 保健情報システム改善については、2010 年 8 月から 2013 年 3 月まで続いたストライ

キにより保健情報の報告が停止したため開始が遅れていたものの、保健情報システム

の分析及び活用方法に係るマニュアルを作成、全対象者に対する研修を実施した（指

標１）。 
・ 計画立案・モニタリング評価能力強化の仕組みの構築については、PTA 運用ガイドラ

イン、州医務局及び保健区で定期的に実施する調整会議の実施マニュアル、州医務局

における年次パフォーマンスレビューの報告フォーマット等が作成され、対象者全員

に対する研修の実施を経て、実際の PTA 策定過程や調整会議において活用されている

（指標２、３、４、５）。 
・ スーパービジョンツールについては、医療施設におけるリソース管理や 5S 活動、保

健情報システムマニュアル等に関するスーパービジョンツールが作成され、保健省文

書として承認されている。各ツールに係る研修も実施済みであるが、唯一活動開始が

遅れた保健情報システムのスーパービジョンツールのみ残りの実施期間で導入され

る見込みである（指標６、７）。 
・ プロジェクトが構築した各種研修プログラムを今後体系的に実施していくために、同

プログラムをタンバクンダ州保健研修センター（Centre Régional de Formation en 
Santé：CRFS）の継続研修プログラムに組み込むことがカウンターパートと合意され

ている。既にプログラム内容及び今後の運営委員会の設置等の運営体制の方向性が企

画書に取りまとめられているとともに、同 CRFS が研修実施に係る資金を他パートナ



 

v 

ーから獲得できるよう、このプログラムの紹介パンフレットの作成をプロジェクトが

支援している。 
 
＜成果２＞ 

成果２の指標はほぼ達成されており、プロジェクト終了までの成果２の達成見込みは高

い。 
・ OGRIS 及び 5S 実践マニュアルが策定され、いずれも保健省文書として承認されてい

る（指標１、２、４、５）。 
・ OGRIS ツールに係る研修の実施状況としては、両州の全 10 保健区のうち 2 保健区で

マネジメントチーム及び医療施設スタッフに、8 保健区でマネジメントチームに対す

る研修を了している（指標６）。8 保健区の医療施設スタッフに対する研修は、UNICEF
の支援により実施予定。 

・ 5S 実践マニュアルに係る研修は、両州の全 10 保健区のうち 6 保健区の保健センター

を対象に実施済み（指標３）。残る 4 保健センター（サラヤ、サレマタ、クンペント

ゥム、キディラ）のうち、サレマタ保健センターでの研修は 2013 年 12 月中に実施予

定であるが、新設されたばかりの三つの保健センターについては移転準備が遅れてい

るため実施目途が立っていない。 
 

＜成果３＞ 
成果３の指標は達成されており、成果３は達成済み。 
・ 州医務局及び保健区の計画策定及びモニタリング評価に係る取り組みを他州へ展開し

ていくための活動に関しては、対象州以外の 12 州において、保健省公式文書として

承認された PTA 運用ガイドラインや関連研修プログラム及びツールが米国国際開発

庁（United States Agency for International Development：USAID）、ベルギー、世界基金

の支援を得て普及され、2013 年度 PTA が同ガイドラインに基づいて策定される等、

達成済み。5S 及び OGRIS ツールの他州への導入についても、USAID、ベルギー、ル

クセンブルク、フランス、UNICEF の支援を得て、各ドナーの介入地域での普及が予

定されている（指標１、２）。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
以下のとおり、プロジェクト目標とセネガル保健政策、ターゲットグループのニーズ、

日本の援助政策が合致していることから、本プロジェクトの妥当性は高い。 
セネガル国「国家保健開発計画（PNDS）2008-2019」においては、保健ガバナンス改善

の重要性が強調されており、その主要な要素として成果重視マネジメントの強化が明記さ

れている。したがって、プロジェクト目標である成果重視マネジメント強化はセネガルの

保健政策に合致する。 
日本の対セネガル援助方針は、重点分野として基本的な社会サービス提供の向上を掲げ

ており、特に母子保健に係るミレニアム開発目標（MDGs）の達成をめざすものとしてい

る。また、「国際保健政策 2011-2015」においても、持続的な保健システム強化を通じた
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MDGs 達成を目標とし、そのためのアプローチとして科学的根拠（エビデンス）に基づく

保健システム強化の促進を謳っている。さらに、JICA のセクター協力プログラム「保健シ

ステム強化プログラム」においても、その目標である母子保健サービスの改善の前提とな

る、保健システムのマネジメント強化を支援するものとして、本プロジェクトは重要な位

置を占めている。 
ターゲットグループのニーズに関しては、本プロジェクトは、既述のとおり保健指標が

総じて悪い状況にある対象 2 州において、州医務局、保健区、保健センターといった保健

システムの根幹となる機関を直接裨益対象者とすることで、これらの組織全体のマネジメ

ント能力の向上、ひいてはサービスの質の向上をめざすものであるため、対象 2 州のニー

ズに合致する。 
 
（2）有効性 

本プロジェクトの目標はおおむね達成されており、また、三つの成果も効果的に構成さ

れている。以下の理由から有効性は非常に高い。 
成果１において、州医務局及び保健区における PTA の策定及び評価モニタリング能力の

向上を支援した。その結果、PTA が適切に策定されたことで、達成すべき成果（目標）の

同定、諸活動の優先順位の明確化が可能となり、年間の活動をこれらに基づいて計画的に

実施するための下地が整った。PTA 実施状況のモニタリング評価の段階においても、「州

医務局四半期調整会議実施マニュアル」及び「保健区月例調整会議実施マニュアル」の導

入によって報告すべき項目が標準化されたことで、州医務局及び保健区が行うべき活動の

進捗状況が漏れなく報告されるようになっただけでなく、計画変更や進捗の遅れに関する

原因が分析されたり会議の場で議論されたりするようになったことが、調整会議で用いら

れた資料や議事録から確認されている。 
成果２は、成果１によってより戦略的・効率的に実施することが可能となった PTA 運用

に係る一連の活動（計画策定・実施・モニタリング評価）が確実に実施されるための支え

として位置づけられる。すなわち、5S や OGRIS といったリソース管理ツールの導入によ

って、限られたリソースを適切に把握・管理することで効果的に活用していく必要がある

こと、データを継続的に収集し分析することで現場レベルでの活動が PTA に記載された目

標・成果に結びついているかを検証していく必要があること、そしてその分析結果や教訓

に基づいて次年度の PTA を計画していく必要があることが、保健ポストから保健センタ

ー、州医務局に至る保健システムの各段階の実務者によって明確に意識されるようになっ

た。その結果、医療施設において、季節性の疾病傾向に関するデータに基づきコミュニテ

ィ要員を増員したり、夜間分娩が可能となるように宿直体制を見直したりするなど、事実

の分析に基づいた業務改善及びその実施に必要な予算の確保が図られるようになってい

ることが関係者へのヒアリング及び現場視察から確認された。 
最後に成果３は、対象州におけるプロジェクト活動の成果が、今後も保健省の通常業務

の一環として組織的・継続的に実施されるためには不可欠のコンポーネントである。また

実際、これらの成果が保健省本省による承認・公式化を経て、他ドナーとの連携により対

象州以外の州にも共有されたことが確認されている。 
以上より、本プロジェクトにて設定された三つの成果はロジックの面でも整然としてお
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り、またプロジェクト目標を達成するうえでいずれも必要不可欠かつ十分なものであっ

た。 
 
（3）効率性 

プロジェクトの効率性は以下の点から高いと判断される。 
中間レビュー調査を通じて、プロジェクト関係者間のコミュニケーションに課題がある

ことが明らかになったことから、ワーキンググループの設置が提言された。これを受けて

ワーキンググループが設置されたことにより、関係者間で具体的活動内容や指針を議論し

事前に合意を得ることが可能となり、効率的な運営実施につながった。また、プロジェク

ト事務所を対象州のみならず保健省本省にも設置したことで、現場での活動成果を本省に

効果的に共有したり、本省と緊密に連携したりすることが可能となったことも、効率性の

発現に貢献した。 
日本人専門家及び現地業務費の投入についても、3 年間で多くの質の高いガイドライン

が完成し、セネガル側や他ドナーからも高い評価を得ていることから、産出された成果に

対してこれらの投入は量・質・タイミングともに適切であったといえる。加えて、計画・

モニタリング評価や財務会計のための研修プログラムの構築を、当該分野の経験が豊富な

ローカルコンサルタントに委託するなど、ローカル人材の効率的な活用も行われた。 
最後に、本プロジェクトの枠組みでは本邦研修は実施されなかったが、対セネガル保健

セ ク タ ー 協 力 プ ロ グ ラ ム に 含 ま れ る 他 案 件 に よ っ て 実 施 さ れ た 本 邦 研 修

（5S-KAIZEN-TQM による保健医療サービスの質向上）に参加した保健省の人材が本プロ

ジェクトのカウンターパートとして複数名配置されていることも、効率的なプロジェクト

実施に寄与したといえる。 
 
（4）インパクト 

上位目標の達成見込みを評価するのは時期尚早であるが、その指標となっている MDGs
関連指標（乳幼児死亡率、母子保健の改善、三大感染症のまん延防止）に着目し、本プロ

ジェクトの後継案件や協力プログラムに含まれる他の技術協力案件を通じて、事後評価ま

でにその達成見込みを協力プログラム全体として継続的に検証していく。なお、プロジェ

クト開始時点のベースラインとなるデータは DHS2012 により確認済み。 
プロジェクト実施によって以下に示すインパクトが確認または期待されている。なお、

負のインパクトはみられない。 
・ 「保健システム強化プログラム」における案件間の相乗効果： 

本プロジェクトによって 5S 活動に関する研修プログラムや各種ツールが開発され

たことで、5S 活動をコンポーネントに含む母子保健ケアモデルの全国展開をめざす技

術協力プロジェクト「母子保健サービス改善プロジェクト フェーズ 2」（PRESSMN2）
との技術的な相乗効果が発現している。 

また中期的には、本プロジェクトによって整備された職場環境と強化されたマネジ

メント能力を基盤として、PRESSMN2 のめざす母子保健サービスの改善や妊産婦の施

設利用率の向上が促進されるよう相乗効果の最大化を追求していく。 
・ 他ドナーとの連携による正のインパクト： 
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各種ガイドライン等の策定・改訂のプロセスにおいて当初より他ドナーの巻き込み

を積極的に図ったことで、本プロジェクトの対象 2 州以外の州へのプロジェクト成果

の展開に向けた他ドナーとの連携が可能になった（UNICEF、 USAID、 ベルギー、 ル
クセンブルク、フランス）。さらに本プロジェクトが作成した PTA ガイドラインを基

にベルギーが実施するプロジェクトによって「ePTA」（インターネット上で PTA 活動

の内容や進捗を共有できるプラットフォーム）が開発され、試行を経て 2014 年末ま

でに完成されることが予定されている。 
 
（5）自立発展性 

プロジェクトの成果が今後定着していく可能性は、終了時評価時点において、制度面及

び技術面では高いといえるが、財政面での努力が求められる。 
・ 政策/制度面： 

プロジェクト活動の成果として作成された主要なガイドラインがほぼすべて国家

文書として承認されていること、本プロジェクトの一つの柱である 5S 活動を全国の

医療施設に導入するというセネガル側の政策的イニシアティブが顕著にみられるこ

と、またこれらの結果として対象 2 州以外の州への展開も既に実現しつつあることか

ら、政策面での持続性は高いといえる。 
対象州においても、州保健研修センター（CRFS）を有するタンバクンダ州におい

ては、本プロジェクトにより構築された各種研修が、同センターの継続研修プログラ

ムへ統合される見込みであり、これが実現すれば異動してきた職員に対する体系的な

能力強化が可能になり、制度的な持続性の発現が期待される。 
・ 財政面： 

上述のとおり政策面・制度面での高い持続性が期待されるこれらの活動が、継続的

に実施され組織文化として定着していくためには、州保健行政及び医療施設への新規

配属者に対する継続研修や定期的なスーパービジョンを実施するための予算が保健

省側で適切に手当てされることが不可欠である。本プロジェクトでは、各種研修の実

施に必要なコストをパッケージとして提示することで保健省による予算措置や他ド

ナーの動員の一助としており、実際諸ドナーと保健省との連携がプロジェクト活動を

通じて以前よりも円滑になったことから、今後も活動継続のための財政支援を獲得す

るための調整が保健省によって積極的に推進されることが期待される。 
・ 技術面： 

各種ガイドラインやマニュアルが常に参加型で作成・改訂されてきたことから、研

修実施も含め技術面での持続性は高い。他方で、5S や OGRIS に関する活動の定着の

ためにはスーパービジョンの実施が不可欠であることから、他の国家プログラム等で

通常行われるルーティンスーパービジョンの機会を活用できるよう、保健省及び州医

務局での緊密な情報共有・連携が重要である。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
・ セネガルの国家保健開発計画と日本の援助方針との整合性が、プロジェクトの妥当性
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及び政策的/制度的持続性を促進した。 
・ プロジェクトの計画段階において全国展開を見据えたコンポーネントを計画していた

点も、他ドナーを巻き込む必要性に係る認識を関係者が比較的早い段階で共有するこ

とを促し、本プロジェクトのインパクトや政策的・財政的な持続性の発現に貢献した。

 
（2）実施プロセスに関すること 

・ ガイドライン等の作成プロセスに関し、まず作成されたドラフトに基づいて試行し、

改訂し、最終化するという全プロセスにカウンターパートはじめ関係者を広く巻き込

みコンセンサスをとりながら参加型で作業を進めたことが、カウンターパートのオー

ナーシップを醸成するとともに、効率性やインパクト、技術的持続性の発現に貢献し

た。例えば PTA 運用ガイドラインについては、まず 2011 年 7 月に初稿が作成された

あと、2012 年 8 月に保健省による承認を得ており、この 1 年強の期間に他ドナーの巻

き込みを図りながら対象州における試験運用と改訂を重ねたことで、本プロジェクト

開始当初は計画のための計画にすぎなかった PTA が、根拠データに基づいて具体的な

目標を伴う形で適切に作成・モニタリング・評価されるようになっただけでなく、対

象州以外の 12 州においても 2013 年度 PTA が本プロジェクトの成果に基づき策定され

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 
・ 成果２における活動範囲が医療機材・施設管理・人材・会計等多岐にわたっており、

その具体的内容や支援対象が明確にされないままにプロジェクトが開始されたため、

プロジェクト期間の途中で支援範囲に関してセネガル側との認識共有が必要となっ

た。最終的に、医療機材・施設管理への支援は 5S 活動によってカバーする旨が合意

されたが、こうした調整にかかった時間的コストは効率性の阻害要因といえる。 
・ 本プロジェクトは、保健センターや保健ポストといった一次医療施設を所掌する保健

総局をカウンターパートとして実施されてきたが、成果１の計画策定能力向上に係る

活動を所掌するのは保健総局に含まれない計画局であったため、PTA 策定に係る活動

を進める際に、この二つの部署間での調整が必要となった。実際には日本人専門家と

これら二つの部署の関係者とのコミュニケーションにより、両部署と共に活動を進め

ることができたが、プロジェクトのコンポーネントにかんがみると、これら 2 部署を

共にカウンターパートとすることが理想的であったといえる。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

・ プロジェクトの活動計画（Plan Opérationnel：PO）に関する認識が必ずしも関係者間

で共有されていないという点が中間レビュー調査で指摘されたが、ワーキンググルー

プの設置を通じてコミュニケーションを改善することでこの点は解決した。 
・ 5S 研修に関し、指導者研修の受講者が立て続けに異動したため、当該医療施設での

5S 活動を指揮するに適した人材が不在となり、5S 活動の継続が阻害されたケースが

あった。こうした事態は、5S 活動に限らず、指導者研修の受講者が異動前に確実に所
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属組織内で研修を実施することで防ぐことができる。ただし研修を行うだけでは、組

織内での活動の継続・定着には十分ではなく、当該医療施設が全体としてその活動を

継続的に実施するための仕組みをいかに構築するか（組織化）についても、セネガル

側で考慮される必要がある。 
 
３－５ 結 論 

評価5項目に関し、中間レビュー調査での軌道修正の甲斐もあって、妥当性、有効性につい

ては非常に高いレベルで効果が発現していること、効率性についてもこれを担保するためのさ

まざまな工夫がなされ、比較的高い効果が発現していることが確認された。インパクトについ

ては、特にプロジェクト成果のスケールアップに関する取り組みが高い効果を上げている。他

方、自立発展性については政策・組織面では比較的高いと判断されるものの、自立発展性の発

現をより確実なものにするためには特に財政面と技術面に関してセネガル側のより一層の努

力や工夫が必要である。全体としては、プロジェクト期間中にプロジェクト目標をおおむね達

成すると見込まれるため、本プロジェクトの実施期間についても当初の予定から変更する必要

はないと結論づけることができる。 
なお、要請されている次期プロジェクトが適時に採択・形成・実施されるためには、下記の

提言事項が着実に実行されていくことが必要である。 
 
３－６ 提 言 

（1）プロジェクト終了までの活動に対する提言 

 活動内容 担当部局 

1 5S 及び OGRIS の活動モニタリングが、州保健局及び保健区のマネジメ

ントチームによるスーパービジョン活動に統合されること。 
州医務局、

保健区 

2 UNICEF 資金による実施が合意されている各種研修をタンバクンダ州・

ケドゥグ州で確実に実施すること。 
州医務局、

保健区 

3 三つの新設保健センター（サラヤ、クンペントゥム、キディラ）への早

急な機能移転を行い、5S 研修を実施すること（ただし、2013 年 12 月末

までに移転が完了しない場合は、当該センターでの 5S 研修の実施は本

プロジェクトの支援の対象外とする）。 

保健省 

 
（2）プロジェクト終了後の活動に対する提言 

 活動内容 担当部局

1 タンバクンダ州保健研修センターの継続研修に、プロジェクトにより構

築された各種研修プログラムが確実に組み込まれること（企画書に沿っ

て運営体制が整備されるとともに、必要な予算が確保され、各種研修プ

ログラムが継続研修の一環として実施されることが望ましい）。 

保 健 省 人

材局 

2 養成された講師が確実にカスケード研修を実施するようにすること。 州医務局、

保健区 
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3 プロジェクト活動を他州へ展開すべく既に支援をコミットしているベ

ルギーやフランス、ルクセンブルク等のドナーとのしかるべき調整の

下、活動を確実に実施すること。 

保 健 省 保

健総局 

4 他ドナー、地方自治体、民間セクター等のさまざまなパートナーとの連

携を継続することにより、プロジェクトの成果品をより有効に活用す

る。 

州医務局、

保健区 

 
３－７ 教 訓 

＜保健システムマネジメント強化に係る事例として＞ 
（1）プロジェクト形成時点における活動範囲の明確化 

本プロジェクトにおいては、プロジェクト形成時の支援範囲が明確でなく、相手国に必

要以上の期待を抱かせてしまった結果、中間レビュー調査において支援範囲を限定すべく

各種調整が必要となった。このことから、プロジェクト形成時には可能な限り支援内容を

明確化したうえで合意することが、よりスムーズな活動実施につながるといえる。 
 
（2）カウンターパートの決定 

プロジェクト活動を円滑に実施するためには、先方政府とプロジェクト内容を明確に共

有したうえで、活動内容を所掌する部局を適切にカウンターパートとして配置することが

重要である。また、活動内容が多岐にわたるために複数の部局をカウンターパートとする

必要がある場合には、カウンターパート部局間の調整体制も考慮する必要がある。 
 
（3）オーナーシップ醸成のための措置 

本プロジェクトは、作成された文書をセネガル側が自分たちのものとして継続的に活用

していくことを促進するために、各種ガイドラインの作成過程において、初稿ドラフト作

成後、そのドラフトの試行運用を行うことで有効性を検証し、その結果について関係者と

議論しその意見を反映しながら改訂を重ね、最終化し公式承認を得るというプロセスを踏

んだ。この一連のプロセスはいずれも 1 年～1 年半の期間を要するものであったが、ガイ

ドラインの作成自体が目的化し、実際の活用段階に入る前にプロジェクトが終了を迎える

というケースが多いなか、オーナーシップの醸成のために有効なアプローチであったとい

える。また、ワーキンググループを設置することでカウンターパートとの円滑なコミュニ

ケーションを図るとともに、活動に係る情報共有や合同調整会議に備えた事前準備・合意

形成を行ってきた点も、オーナーシップの醸成に大変有効な実践であったといえる。 
 
（4）プロジェクトが保健省と他ドナーとの間に果たすカタリスト的役割 

本プロジェクトでは、開始当初から持続性に考慮し、プロジェクト活動の一部を UNICEF
資金で実施したり、他州への展開に関して他ドナーの協力を得たりするなど、効果的なド

ナー連携の下に活動を実施してきた。この成功の背景としては、プロジェクト活動に関す

る情報発信や会議への招待等を通じてドナーの巻き込みを図ったことに加え、保健省自身
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がドナーに資金を申請しやすいよう、研修パッケージごとに必要な経費を明示したことが

挙げられる。持続性が財政的理由から阻害されるケースが多くあるなかで、このアプロー

チは大変有効である。 
 
（5）セネガル関係者内の情報共有と調整（特に州・保健区レベルと中央レベル） 

州及び保健区を活動の拠点とするプロジェクトの場合、州・保健区での活動の有効性が

持続するためには、本省の関係者がプロジェクトにより創出された成果や知見を深く理解

し、その内容を政策・制度に適切に反映したり、効果的なスーパービジョンを行ったりで

きることが肝要である。特に保健システムのマネジメントは、保健システム全体が統一的

かつ有機的なしかたで機能することで初めて全体的な保健サービスの質の向上につなが

るものであるため、保健システムの各レベルにおけるそれぞれの努力に加えて、システム

全体を統括する本省による関与・調整が欠かせない。 

 




