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調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：フィリピン共和国 案件名：コーディレラ地域保健システム強化プロジェク

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：フィリピン事務所 協力金額：5 億 2,900 万円（JICA 予算ベース） 

協力期間：2012 年 2 月～2017 年 2
月（5 年間） 

先方関係機関：フィリピン保健省（DOH）、コーディレラ

地域保健局（DOH-CARO） 

日本側協力機関：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）においては、2006 年の妊産婦死亡率は出

生十万当たり 162 となっており、1998 年の国家人口保健調査（National Demographic and Health 
Survey：NDHS）の 172 と比較して若干減少しているものの、今後減少が大幅に加速されない

かぎり 2015 年までのミレニアム開発目標（MDG）の達成（出生十万当たり 52）は困難である

との見解が支配的である。一方、5 歳未満児死亡率は過去 15 年の間に出生千当たり 55（1998
～1992 年）から 34（2003～2007 年）へと、また乳児死亡率は同 34 から 25 へと減少傾向が認

められ（NDHS：2008）、保健省では今後、新生児の死亡を抑えることで、MDG 目標である 5
歳未満児死亡率 21 が達成可能であるとみている。こうしたなかで保健省は、母子保健プログ

ラムを最優先課題として、分娩ケアの質向上に焦点を絞った意欲的な母子保健政策（MNCHN
政策＝Maternal, Neonatal and Child Health and Nutrition：AO 0029, series of 2008）を発表し、活

動の強化を図っている。 
フィリピン北部のルソン島に位置するコーディレラ地域は、言語と文化の異なる先住民族が

全住民の 70％を占めており、これら先住民族の人々は山岳部に居住することから地理的にも孤

立しており、保健サービスへのアクセスが悪い。貧困層の割合も全国平均より高く、同地域の

アブラ州及びアパヤオ州は全国の最貧困 10 州のなかに位置づけられている。こうしたことか

ら、保健省は同地域を「地理的に孤立した不利な地域」（Geographically Isolated and Disadvantaged 
Areas：GIDA）と位置づけ、保健プログラムの優先実施地域としている。コーディレラ地域で

は、①保健人材の絶対数の不足に加え、保健人材への訓練が不足している、②多くの保健医療

施設において適切な保健サービスの提供に最低限必要な機材が未整備である、③医薬品が不足

している、④リファラルシステムが効果的・効率的に機能していない、⑤適切な保健サービス

の提供に必要とされる十分な保健予算が確保できていない、といったサービス提供側の問題が

ある一方で、サービスの受け手側においても、多くの住民が①文化的理由から適切な医療にア

クセスしない、②施設利用料や医薬品のコストが負担できない、③保健サービスに関する知識

がない、といった問題も並存し、プログラムの効果的実施が難しい状態にある。 
このような状況の下、JICA はコーディレラ地域において、「ベンゲット州地域保健システム

強化プロジェクト」（2006～2011 年）、「母子保健プロジェクト」（2006～2010 年、ビリラン州・

イフガオ州）の二つの技術協力を実施してきた。本プロジェクトは、上記二つの技術協力プロ

ジェクトの成果や教訓を生かしつつ、コーディレラ地域において現行の国家保健政策
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（Kalusugan Pangkalahatan：KP）に沿って保健システムを強化し、母子保健サービスを効率的・

効果的に提供できる枠組みの整備を目標としている。 
 
１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
コーディレラ地域における人々、特に女性と子どもの健康状態が改善する。 

 
（2）プロジェクト目標 

コーディレラ地域において、母子保健サービスが効果的・効率的に提供されるための保

健システムが強化される。 
 
（3）アウトプット 

1）プロジェクト対象サイトの保健のガバナンスと財政が、自治体間保健ゾーン

（Inter-Local Health Zone：ILHZ）の機能を通じて強化される〔対象地域：アブラ州の 2
ゾーン（6 町）とアパヤオ州全域の 4 ゾーン〕。 

2）プロジェクト対象サイトの母子保健サービス提供の枠組みが強化される〔対象地域：

アブラ州の 2 ゾーン（6 町）、アパヤオ州全域の 4 ゾーン、ベンゲット州全域の 4 ゾーン〕。

3）プロジェクト対象サイトの病院と保健所、助産所が保健省から基礎的緊急産科・新生

児ケア（Basic Emergency Obstetric and Newborn Care：BEmONC）サービスが提供できる

施設として認定される一方、保健所・助産所はフィリピン健康保険公社により母子保健

ケアパッケージ（Maternal Care Package：MCP）施設であると認証される〔対象地域：

アブラ州の 2 ゾーン（6 町）、アパヤオ州全域の 4 ゾーン、ベンゲット州全域の 4 ゾーン〕。

4）プロジェクトの教訓と活動に係る普及活動がコーディレラ地域内及び国内に向けて行

われる。 
 
（4）投入（評価時点） 

＜日本側＞ 
専門家派遣： 合計 88.62MM（1 年次・2 年次の実績と 3 年次計画分を含む） 
ローカルコスト負担：約 6,700 万円（1 年次・2 年次の実績と 3 年次計画分を含む） 
研修員受入れ： 7 名 
供与機材： 約 3,200 万円 

＜フィリピン側＞ 
カウンターパート配置： 約 60 名 
プロジェクト事務所、光熱費、会議スペースなど 
ローカルコスト負担：5 億 4,466 万フィリピンペソ（1 年次・2 年次の実績） 

２．評価調査団の概要 

調査団： 担当分野 氏 名 所 属 

＜日本側＞ 

団長/総括 森田 隆博 JICA フィリピン事務所 次長 
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技術参与 花田 恭  

評価計画 大井 綾子 JICA 人間開発部 保健第三課 

評価計画 伊月 温子 JICA フィリピン事務所 

評価分析 金森 将吾 アイ・シー・ネット株式会社 

＜フィリピン側＞ 

 マーウィン・ベッロ フィリピン保健省 国際協力局 

調査日程： 2014 年 6 月 16 日～7 月 2 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）アウトプットの達成状況 
アウトプット 1：プロジェクト対象サイトの保健のガバナンスと財政が、自治体間保健

ゾーン（ILHZ）の機能を通じて強化される。 
- 地域保健システムに関する研修が、アブラ州の 2 ゾーンとアパヤオ州の 4 ゾーンの

ILHZ 関係者を対象に実施された。対象サイト内すべての州と町が、2014 年度予算に

ILHZ への分担金を計上し、全 6ILHZ で計画に沿って活動が実施されている。 
- 2013 年の保健予算の割合は、アブラ州が 25.6％、アパヤオ州が 15.9％と、2012 年の基

準値と比べていずれも増加した。他方、2013 年の対象地域内 13 町の保健予算割合の

中央値は 8.2％と、2012 年の基準値より若干減少した。 
- 2013 年 12 月までに、アブラ、アパヤオ州の対象サイト内の 13 町すべてで、施設分娩

に関する条例や決議書が制定された（町内の一部地域のみを対象とした 1 町を含む）。

コミュニティヘルスチーム（Community Health Team：CHT）支援については、アブラ

州の 5 町が条例や命令書、決議書を制定した。 
- フィリピン健康保険公社の貧困者加入プログラムへの加入率は、国が定めた 2013 年の

加入者数の目標に対して、100％以上を維持している。フィリピン健康保険公社加入

者数と分娩への保健還付金は、増加傾向にある。 
 

アウトプット 2：プロジェクト対象サイトの母子保健サービス提供の枠組みが強化され

る。 
- コーディレラ地域版 MNCHN マニュアルが作成され、カスケード方式で対象サイトの

関係者への研修が実施された。 
- 州ごとの MNCHN リファラルガイドラインが作成され、アブラ州の 2 ゾーンとアパヤ

オ州 4 ゾーンの ILHZ で、同ガイドラインに基づいたリファラルが行われている。 
- 2013 年にコーディレラ地域全 6 州とバギオ市で、妊産婦新生児死亡症例検討会が開催

され、11 件の妊産婦死亡症例と、8 件の新生児死亡症例がレビューされた。 
- コミュニティヘルスチーム（CHT）向けフリップチャート 3,200 部とバナー400 部が作

成され、改訂版母子手帳と併せて、CHT 集会で配布された。プロジェクト対象各州の

MNCHN 啓発メッセージソングの CD が作成され、1,000 枚が配布された。 
- 2013 年 12 月までに、44 バランガイが「MNCHN 保健医療緊急時対応計画」を策定し、

バランガイの「災害時リスク軽減マネジメント計画」に組み込んだ。 
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アウトプット 3：プロジェクト対象サイトの病院と保健所、助産所が保健省から基礎的

緊急産科・新生児ケア（BEmONC）サービスが提供できる施設として認定される一方、保

健所・助産所はフィリピン健康保険公社により母子保健ケアパッケージ（MCP）施設であ

ると認証される。 
- 2014 年 3 月までに医療従事者 129 名（目標数の 99％）が BEmONC 研修を、124 名（目

標数の 135％）が助産師版 BEmONC 研修を受講した。 
- 2014 年 6 月までに、プロジェクト対象施設となる全 14 病院と全 19 保健所が BEmONC

認証を取得した。助産所については、これまでに BEmONC 認証を取得した施設はな

い。 
- 2014 年 6 月現在、全 15 病院が健康保険指定医療機関としての指定を維持し、19 保健

所（100％）と 14 助産所（23％）が MCP 認証を取得している。 
アウトプット 4：プロジェクトの教訓と活動に係る普及活動がコーディレラ地域内及び

国内に向けて行われる。 
- プロジェクトのファクトシートが 1 回、ニュースレターが 4 回、プレスリリースが 3

回発行された。プロジェクトの取り組みが新聞記事として 39 回掲載された。 
- 2013 年にプロジェクト展開計画（Project Expansion Plan）がコーディレラ地域保健局

によって策定され、現在、実施されている。 
- プロジェクト対象地域内外の関係者が集まる機会を利用して、これまでに、プロジェ

クトの教訓や優良事例を紹介するプレゼンテーションが 11 回実施された。その他、

プロジェクトのホームページで情報を共有し、定期的に情報を更新している。 
 
（2）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：コーディレラ地域において、母子保健サービスが効果的・効率的に

提供されるための保健システムが強化される。 

指 標 2011 年 2012 年 2013 年 
2017 年

（目標値）

＜プロジェクト対象サイト（アブラ州 6 町、アパヤオ州全域、ベンゲット州全域）の指標＞

1）施設分娩率（85％以上の出産が施設分娩に

より行われる） 
- 79％ 

（基準値）

86％ 85％ 

2）産前ケア受診率（妊婦の 80％以上が少なく

とも 4 回の産前ケアを受ける） 
- 63％ 

（基準値）

74％ 80％ 

3）産後ケア受診率（褥婦の 90％以上が少なく

とも 2 回の産後ケアを受ける） 
- 90％ 

（基準値）

96％ 90％ 

＜コーディレラ地域全体の指標＞ 
4）機能している自治体間保健ゾーン（ILHZ）
の数 

7 
（基準値）

11 12 （設定

なし）

5）妊産婦新生児死亡症例検討を実施している

自治体数 
0 

（基準値）

0 全 6 州 1 市

（100％） 
全 6 州 1

市 
6）緊急産科新生児ケア（BEmONC）認証施設

数 
0 

（基準値）

0 32 150 
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7）フィリピン健康保険公社・妊産婦ケアパッ

ケージ（MCP）認証施設数 
12 

（基準値）

23 53 114 

 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
本プロジェクトは、ミレニアム開発目標（MDG）のなかの重要な指標である妊産婦死亡

率と乳児死亡率の改善をめざしており、フィリピンの保健分野での最重要課題の解決とい

うニーズに対応するものであると同時に、全国民への公平なサービス供給といった重要課

題の解決に資するものである。プロジェクトの枠組みと内容は、フィリピン国家保健政策

（KP）と MNCHN 政策との整合性が高い。さらに、本プロジェクトの内容は、日本政府

の「対フィリピン共和国 国別援助方針」、JICA のポジションペーパー「JICA の保健分野

の協力－現在と未来－」の枠組みに合致するものである。コーディレラ地域は、保健省が

「地理的に孤立した不利な地域」（GIDA）として定義しており、本プロジェクトが支援対

象としたのは妥当だったといえる。コーディレラ地域の中で、プロジェクト対象サイトと

してアブラ、アパヤオ、ベンゲットの 3 州を選定したことについては、同地域の貧困度合

いや過去の同地域での JICA の支援経験を活用する観点から、適切だったといえる。 
 
（2）有効性 

プロジェクト目標の達成度を示す七つの指標は、2011 年もしくは 2012 年の基準値と比

べ、すべての指標で向上がみられる。 
指 標 達成状況の分析 

＜プロジェクト対象サイト（アブラ州 6 町、アパヤオ州全域、ベンゲット州全域）の指標＞

1）施設分娩率（85％以上の出産が施設分

娩により行われる） 
プロジェクト対象サイト全体では、既に目標値

を達成。州別の指標では、アブラ州（対象 6 町）

とアパヤオ州で目標値を達成。 
2）産前ケア受診率（妊婦の 80％以上が少

なくとも 4 回の産前ケアを受ける） 
アブラ州（対象 6 町）で既に目標値を達成。他

の州でも改善がみられる。 
3）産後ケア受診率（褥婦の 90％以上が少

なくとも 2 回の産後ケアを受ける） 
すべての州で、既に目標値を達成。 

＜コーディレラ地域全体の指標＞ 
4）機能している自治体間保健ゾーン

（ILHZ）の数 
順調に増加している。 

5）妊産婦新生児死亡症例検討を実施して

いる自治体数 
2013 年にすべての自治体で実施。 

6）緊急産科新生児ケア（BEmONC）認証

施設数 
順調に増加している。 

7）フィリピン健康保険公社・妊産婦ケア

パッケージ（MCP）認証施設数 
順調に増加している。 

これらの分析から、プロジェクト目標は順調に達成されつつあり、現段階での達成度は

十分な水準といえる。プロジェクト目標の達成に貢献した要因は以下のとおり。 
- 自治体による金銭的なインセンティブ供与による施設分娩の促進。 
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- 自宅出産に罰金を科す自治体の条例の適用による施設分娩の促進。 
- コーディレラ地域保健局や自治体から金銭的なインセンティブ供与による、CHT のボ

ランティアスタッフのパフォーマンスの改善。 
- フィリピン政府が実施する保健医療施設強化プログラム（Health Facility Enhancement 

Program：HFEP）による、プロジェクト対象施設の改修と機材の供与。 
これまでのところ、プロジェクト目標の達成を大きく阻害する要因は見受けられなかっ

た。 
 
（3）効率性 

アウトプットについては、ほとんどの指標が向上しているか、もしくは十分な水準を達

成しており、現段階のアウトプット産出状況は適切な水準といえる。これまでのところ、

専門家派遣や機材供与、本邦研修実施といった日本側の投入は、適切にタイミングよく行

われ、活動はほぼ計画どおりに実施されている。カウンターパートの配置は、プロジェク

トの活動を実施するうえで適切に行われたが、保健省が現在進めている組織の合理化政策

による人事異動の影響が、今後のプロジェクト実施に際してやや懸念される。カウンター

パートは、プロジェクトの活動に十分に参加しており、JICA 専門家とカウンターパートの

間のコミュニケーション、意思決定プロセスともに、これまでのところおおむね適正だっ

た。プロジェクトの効率性に影響を及ぼした要因は以下のとおり。 
- 自治体長のリーダーシップ：特に、ILHZ に関連する活動については、リーダーシッ

プの取り組み姿勢が、貢献要因、阻害要因のいずれともなった。 
- HFEP による調達：HFEP がプロジェクトの投入と補完的に行われ、貢献要因となった

一方で、一部で調達の遅れが生じ、効率性への阻害要因ともなった。 
- フィリピン健康保険公社の制度変更：健康保険加入料の増額により、自治体が加入料

を負担することができる貧困者の人数が減った。 
 
（4）インパクト 

本プロジェクトの上位目標の指標のなかで、施設分娩率については、2010 年から順調に

改善されている。他方で、妊産婦死亡率と乳児死亡率については、ここ数年にかけて変化

はみられるものの、今のところ、評価できるレベルの大きな変化とはいえない。プロジェ

クトのこれらの指標への貢献度について議論することも時期尚早といえる。しかしなが

ら、①プロジェクトが採用しているアプローチは、すべて国際的に母子保健指標を改善す

るものとして認められていること、②妊産婦死亡や乳児死亡を減らすうえで重要な施設分

娩率については改善傾向がみられること－から、プロジェクトが順調に進捗すれば、将来

的に上位目標を達成することができる可能性が高い。これまでのところ、上位目標の達成

を阻害する可能性がある要因は確認されていない。その他、プロジェクトの実施による特

筆すべき波及効果は見受けられなかった。 
 
（5）持続性 

プロジェクトの持続性についての現段階での評価は以下のとおり。 
制度面：プロジェクトの支援により、プロジェクトの効果を確保するための制度面の
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持続性が整備されつつある。 
組織面と財政面：コーディレラ地域保健局と自治体の組織構造、人員配置、予算措置

ともに、プロジェクトの活動を持続するうえで必要な水準をおおむね満たしている

が、人員配置については、今後、保健省の合理化政策による影響を最低限に抑える対

策を講じることが重要といえる。プロジェクトの活動実施に際して、各自治体が既に

多くの費用を負担し、高いオーナーシップを示している。 
技術面：プロジェクトの活動のなかに、カウンターパートにとって著しく習得が困難

な技術などは含まれておらず、プロジェクトの活動を継続するうえでの技術面での障

壁については見受けられない。 
プロジェクトの取り組みをコーディレラ地域内のプロジェクト対象サイト以外にも展

開するためには、プロジェクト展開計画がコーディレラ地域保健局によって適切に実施さ

れる必要がある。同計画に含まれる活動は、保健局の 2014 年度と 2015 年度の予算に既に

組み込まれており、今後、それらが実施されることが期待される一方で、保健局のなかで

同計画の実施とモニタリングを担う人員の配置については懸念される。他方、プロジェク

トの取り組みをコーディレラ地域以外に展開するには、好事例を広く共有することに加

え、プロジェクトが作成した有用なツールの共有を、保健省の関連プログラムの関係者と

協議しながら進めていくことが求められる。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
プロジェクトで計画された活動はすべて、フィリピン政府の既存の取り組みを強化する

ものであり、コーディレラ地域保健局や自治体の日常業務に組み込む意味合いが強かっ

た。こうしたことは、カウンターパートの活動への参加度合いやオーナーシップを高める

うえで貢献要因となった。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

州レベルでの活動については、各州にプロジェクトコーディネーターを配置して連絡調

整や活動準備の効率化を図ることにより、円滑に進められた。 
 
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 
特筆すべき問題点は、これまでのところ確認されていない。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

特筆すべき問題点は、これまでのところ確認されていない。 
 

３－５ 結 論 

5 項目評価による分析結果から、2014 年 6 月の中間レビュー実施段階でのプロジェクトの達

成度は高いと判断される。現段階での妥当性、有効性、効率性については、いずれも高い。プ

ロジェクトの枠組みや対象サイトの選定は、フィリピンのニーズや政策、日本の援助方針と照
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らし合わせて妥当といえる。現在のプロジェクト目標の達成状況は非常に高く、これまでの投

入と活動は適切であり、アウトプットが効率的に産出された。プロジェクトのインパクトにつ

いては、高い水準が予測される。プロジェクト後半期間も現在の水準で活動が継続され、対象

サイト外への活動の展開が適切に進められれば、上位目標は将来的に達成が期待される。プロ

ジェクトの持続性については、高い水準が期待される。現在までに制度面、組織面、財政面、

技術面で、プロジェクトの活動を持続させるために必要な土台がコーディレラ地域保健局と自

治体レベルで形成されている。プロジェクトの取り組みのコーディレラ地域内他州への展開は

既に開始されており、地域外への展開については、プロジェクト後半期間に実現に向けた取り

組みが期待される。 
 
３－６ 提 言 

（1）プロジェクトマネジメントと実施体制 
1）プロジェクト関係者は、プロジェクト後半期間もこれまでの取り組み姿勢を維持し、

プロジェクト終了時までにプロジェクト目標を達成し、かつ持続性を確保するために最

善を尽くすことが期待される。こうした目標を達成するために、JICA 専門家とコーディ

レラ地域保健局のカウンターパートは、さらに円滑なコミュニケーションを図ることが

求められる。 
2）コーディレラ地域保健局は、保健省の合理化政策による人員削減及び人事異動がプロ

ジェクト実施に及ぼす影響を最低限に抑える対策を講じることが期待される。 
 
（2）活動実施とコーディレラ地域内での展開 

1）コーディレラ地域保健局は、今後、プロジェクト展開計画に基づいて、プロジェクト

対象州外での活動の展開を促進し、適切に実施をモニタリングすることが求められる。

プロジェクト展開計画を実施するうえでの JICA 専門家の具体的な役割については、専

門家とカウンターパートの間で公式に話し合い、明確にする必要がある。 
2）プロジェクトは、健康保険加入をとりまくさまざまな問題（貧困層の妊婦を特定する

プロセス、プログラムに関する情報提供のプロセス、自治体での加入手続き）について

の調査実施を支援することが求められる。調査の結果については、フィリピン健康保険

公社への政策提案として取りまとめられることが望ましい。 
3）プロジェクトは、ILHZ の持続性を確保するため、これまでの経験から得られた ILHZ
設置の利点や関連する好事例を取りまとめ、自治体長が ILHZ 支援に対して前向きに取

り組むように働きかけることが求められる。ただし、自治体間連携を促進する仕組みと

して ILHZ が必ずしも最適解とはならない地域もあることから、ILHZ 設置については全

自治体に必須とせず、必要性・適切性が認められる地域を中心に設置を推進する姿勢が

望ましい。 
4）コーディレラ地域保健局は、既に BEmONC 認証の申請書を提出した施設の認証手続

きを可能な限り促進し、保健省の HFEP による調達の遅れについても対処することが求

められる。他方、保健省に対しては、分娩施設免許（License to Operate：LTO）、BEmONC、
MCP といった異なる認定制度を整理し、現場の混乱を減らす方策を検討するように働き

かけることが期待される。 
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（3）データ収集と指標のモニタリング 
1）プロジェクトは、プロジェクト目標の三つの母子保健指標について、プロジェクトが

採用する国際的に認められている定義に基づいて、データ収集方法と計算方法の研修を

カウンターパートに対して実施することが推奨される。さらに、保健省やドナー関係者

に対して、プロジェクトが採用する指標の定義の有用性を伝え、制度化の可能性を検討

するように働きかけることが期待される。 
2）今後、助産所（Barangay Health Station：BHS）の BEmONC 認証が進むことにより、

自宅出産を減らして BHS での分娩をさらに増やすことが可能と予想される。プロジェ

クトは、今後、BHS での分娩に関する指標を継続的にモニタリングし、必要に応じて自

治体に対して助言を与える役割を果たすことが求められる。 
 
（4）プロジェクトの取り組みの全国展開 

プロジェクトの取り組みを全国に広めるために、コーディレラ地域保健局は、プロジェ

クトが実施を予定している成果共有セミナー以外にも、保健省のそれぞれの関連プログラ

ムと協議し、プロジェクトの好事例やツールを積極的に共有することが期待される。こう

したプロジェクトの取り組みを全国に広める際には、保健省に配属されている JICA 個別

専門家と JICA フィリピン事務所と連携を図りながら進めることが望ましい。JICA の他国

の技プロの好事例があれば、参考にすることが推奨される。 
 
３－７ 教 訓 

プロジェクト後半期間に、全国にプロジェクトの取り組みを広める活動が実施される予定だ

が、技プロの対象地域での活動を全国に広げる有効的な方法については、JICA の他の技プロの

経験などを参考に、有効な方法を検討する必要がある。今後、類似の技プロが参考にできるよ

うに、特定の地域を対象とした取り組みを全国レベルに広げるためのノウハウが、JICA 内で蓄

積されることが望まれる。他方で、プロジェクトの計画段階から、中央の関係者と連携して実

施する活動を取り入れるなど、初めから全国への展開をめざしたプロジェクトデザインや実施

体制とするのも一つの方法といえる。 

 




