
事業事前評価表 

    国際協力機構人間開発部保健第一チーム 

１．案件名                              

国 名： メキシコ国    

案件名：（和）TRI 法に焦点をあてた低侵襲医療技術の普及プロジェクト 

（英）Project for Promotion of Minimally Invasive Techniques Focused on TRI 

Method 

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 

メキシコ合衆国（以下、「メキシコ」と記す。）は、高齢者人口の増加や生活習慣の変化に

伴い、心疾患や糖尿病などの非感染性疾患（以下、「NCDs（Non-communicable Diseases）」

と記す。）が死亡原因として感染性疾患を上回り、病院での 5 大死因1 のすべてが NCDs と

なっている。非感染性疾患のうち虚血性心疾患2の年齢調整死亡率は、経済協力開発機構（以

下、「OECD（Organisation for Economic Cooperation and Development）」と記す。）諸国の

多くでは医療技術・サービスの改善により減少傾向にあるが、メキシコとスロバキア共和国

のみにおいて、未だ増加し続けているため（メキシコ：人口 10,000 対 147、スロバキア共

和国：人口 10,000 対 404）3、メキシコでの虚血性心疾患への対策は重要な課題である。 

メキシコの保健医療サービスは、公立や民間などの医療施設の種別を問わず、医薬品や医

療行為を含む、包括的な医療が医療保険により無償提供されていることから、国民の医療へ

のアクセスに対する障壁は比較的少ないといわれている。しかし虚血性心疾患の治癒退院患

者率は、OECD 諸国（人口 1,000 対 20.0）の約 1/7（人口 1,000 対 3.0）、また公立病院で

の心筋梗塞入院後 30 日以内の年齢調整死亡率は同諸国（入院患者 100 対 7.9）の 3.5 倍（入

院患者 100 対 27.2）という状況から、虚血性心疾患の治療成績を向上させる臨床技術と、

循環器内科に携わる医療従事者の育成が、重要な課題とされている。なお、メキシコでは病

床数が OECD 諸国（人口 1,000 対 4.96）の約 1/3（人口 1,000 対 1.68）であるにも関わら

ず、急性心筋梗塞の治療による平均在院日数（6.9 日）がそれらと等しい状況にあり、治療

技術の質が保証された状態での病床数の回転率の向上も課題とされている。これらの課題を

解決するためには、虚血性心疾患の患者の身体への負担を最小に保ち、在院日数の短縮を実

現する高い水準の治療技術の導入が求められている。 

虚血性心疾患に対し、心臓血管カテーテル治療の経皮的冠動脈形成術（以下、「PCI

（Percutaneous Coronary Intervention）」と記す。）と経皮経管冠動脈形成術（以下、「PTCA

（Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty）」と記す。）は、全世界で行われている

血管内治療法である。両治療法についてメキシコでは、主に経大腿動脈カテーテル術（以下、

                                            
1
 1 位から糖尿病、虚血性心疾患、悪性新生物、慢性閉塞性肺疾患、脳血管疾患、消化器疾患。 

2
 虚血性心疾患とは、冠動脈の閉塞や狭窄などにより心筋への血流が阻害され、心臓に障害が起こる疾患の総称であり、「狭心症」や「心

筋梗塞」が含まれる。なお、メキシコの虚血性心疾患による年間死亡者数は 82,423 人であり、総死亡者数 644,751 人の 12.8%を占めて

いる。 

3
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「TFI（Trans Femoral Intervention）」と記す。）が選択されているが、経撓骨動脈カテーテ

ル術（以下、「TRI（Trans Radial Intervention）」と記す。）と比較して、止血のための 24 時

間に亘る安静拘束、穿刺部分の再出血などの合併症や在院日数増加のリスク、肉体的、精神

的、そして経済的な負担を患者に強いている。 

日本と同程度の人口を有するメキシコでは、PCI の年間施術件数が日本の約 1/10（28,500

件）であるが、今後は増加が見込まれる。そのため我が国では主流となっている低侵襲技術

TRI の導入・普及と、そのための人材育成がなされることで、治療技術の向上、在院日数の

短縮、患者の QOL の改善が図られ、施術件数の増加にも効果的に対処しつつ、国民医療費

の軽減に繋がることが期待される。 

（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づけ  

2013 年に制定された「国家開発計画（2013-18）」の中で保健医療分野は、全国民の社会

的権利の行使を目指す「包括的なメキシコ（México Incluyente）」に位置付けられている。

その中でも、非感染性疾患による死亡率低減を目指す「国民の医療サービスへのアクセス」

が、同政策の中で重点課題となっている。2013 年 6 月に発表された「保健セクタープログ

ラム 2013-2018」の中では、Ⅱ型糖尿病、乳がんそして心疾患を含む非感染性疾患への予防・

治療、そして同疾患に対する国家医療支出の削減を包括的に実施する政策が打ち出されてい

る。 

本プロジェクトは、「国家開発計画」と「国家保健セクタープログラム」で強調される非

感染性疾患のうち、特に心疾患に対する高水準な治療技術の普及を意識した内容であり、こ

れら保健政策の実現に貢献する事業として位置付けられている。 

（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 

2013 年 6 月 14 日に閣議決定された「日本再興戦略」の国際展開戦略の中で、我が国の

優位性を活かした医療技術の海外展開が目標として揚げられており、本プロジェクトは我が

国の援助政策に合致している。また「対メキシコ合衆国国別援助方針（2014 年 4 月）」では、

2 つの援助重点分野のうちの１つである「三角協力」の中で、「日墨パートナーシップ・プ

ログラム（以下、「JMPP（Japan-Mexico Partnership Programme）」と記す。）」が設定され、

同プログラムの目標のひとつに「メキシコが有する提供可能な援助リソースと途上国ニーズ

のマッチングを図り、効率的・効果的な三角協力を域内で推進すること」が挙げられている。

現在、全中南米地域に於いて虚血性心疾患は病院での三大死因となっており、今次協力が

JMPP10 周年時に実施したレビュー調査の提言「大学や研究機関が持つ優れた研究成果など

も活用した、革新的な協力アプローチの促進」を将来、実現することも期待される。 

（4）他の援助機関の対応   

特になし 

         

３．事業概要                                   

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、メキシコにおいて、心臓インターベンションの専門修練医（以下、「専修医」

と記す。）と専門医を対象に、虚血性心疾患に対する低侵襲医療技術の能力強化を行い、同



技術の習得を専門医の認定・更新にかかる制度の中に含むことで、同技術を用いた検査・治

療の普及を図り、もって患者の QOL の改善と、診療にかかる医療費の削減に寄与するもの

である。 

（2） プロジェクトサイト/対象地域名    

メキシコ全土（人口約 122,332千人） 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ）  

【直接裨益者】心臓インターベンション専門医 404人、心臓インターベンション専修医 

（毎年約 74人増） 

【間接的裨益者】虚血性心疾患で低侵襲医療技術により検査・治療を受ける患者 

（4）事業スケジュール（協力期間）    

2015 年 6 月から 2018 年 6 月までの 3 年間を予定（計 36 ヶ月）  

（5）総事業費（日本側） 

  2.6 億円 

（6）相手国側実施機関  

 保健省保健質・教育総局、国立循環器病院 

（7）投入（インプット） 

① 日本側 

ア) TRI研修を支援するための専門家の配属 

イ) コストシェアリングによるプロジェクト活動のための運営費の提供（上述した専門

家派遣に必要なメキシコまでの往復移動費、メキシコ国内での滞在費を含む） 

ウ) プロジェクトの運営およびプロジェクトで実施する技術習得に必要な機材の提供 

エ) 研修 (日本および/または第三国) 

② メキシコ側 

メキシコ側は独自の費用負担により、合同調整・運営委員会メンバーを通じた円滑なプ

ロジェクト運営のために、以下の措置を講じる。 

ア) 保健省・保健質・教育総局長を代表とする合同調整委員会、国立循環器病院長もし

くは院長より任命された代表者を代表とする運営委員会、循環器専門医評議会を協

力機関、そして日本で低侵襲医療技術を習得した帰国研修員による技術チームをカ

ウンターパートチームとして形成。 

イ) INC内に執務備品完備のプロジェクト事務所の確保 

ウ) INC拠点のスペースの経常費用4 

エ) カウンターパートおよび研修参加者の指名および諸手当の手続き 

オ) 研修の技術的な支援、研修成果の把握、保健省・保健質・教育総局によるモニタリ

ング委員会への報告提出に係るプロジェクト業務を担当するスタッフを配置 

（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） 

                                            
4
 経常費用とは光熱費、維持管理費などの研修センターの施設運営に係る費用および、その他運営に必要な経費を指す。 



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  

テルモ株式会社による以下の活動で、メキシコ人医師に技術移転が行われた、身体的・金

銭的にも患者に負担の少ない TRI 法を、本協力を通じてメキシコ全土、さらには中南米地

域への普及・展開を図る。 

ア) 官民連携研修「メキシコ医師を対象とする心臓カテーテル手術トレーニング」（協力

期間：2011 年 9 月 5 日より 8 日間、外務省「成長加速化のための官民パートナーシ

ップ」制度における民間提案受付制度を通じて実施） 

イ) 開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業「経橈骨動脈カテーテル

法による虚血性心疾患治療普及促進事業」（協力期間：2014年から 2年間、対象国：

メキシコ、コロンビア、ブラジル、アルゼンチン） 

② 他ドナー等の援助活動 

特になし。 

 

４．協力の枠組み                               

（１）協力概要     

① 上位目標：メキシコに於いて虚血性心疾患で低侵襲医療技術により検査・治療を受け

る患者の QOL が改善され、虚血性心疾患治療にかかる医療費が削減される。 

指標１：血管穿刺個所からの合併症による死亡率が減少する。 

指標２：血管穿刺個所からの合併症の罹患率が減少する。 

指標３：虚血性心疾患患者の平均入院滞在日数が xx に減少する。 

指標４：虚血性心疾患患者の平均医療費が xx に削減される。 

② プロジェクト目標：メキシコに於いて低侵襲医療技術を用いた虚血性心疾患の検査・

治療が普及する。 

指標１：低侵襲医療技術を用いた虚血性心疾患の検査・治療を行う保健施設の数が 2015

年の x から 2018 年の x に増加する。 

指標２：低侵襲医療技術を用いた虚血性心疾患の検査・治療を実践する心臓インターベ

ンション専門医の数が 2015 年の x から 2018 年の x に増加する。 

指標３：低侵襲医療技術を用いた虚血性心疾患の検査・治療の症例数が 2015 年の x から

2018 年の x に増加する。 

③ 成果 

成果１：心臓インターベンション専修医と心臓インターベンション専門医の、低侵襲医

療技術を用いた虚血性心疾患の検査・治療にかかる能力が強化される。 

成果２：虚血性心疾患の検査・治療法としての低侵襲医療技術が、心臓インターベンシ

ョン専門医の認定・更新にかかる制度の中に含まれる。 



成果３：心疾患の検査・治療法としての低侵襲医療技術が全国、さらには他中南米地域

に共有される。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                                     

（1）前提条件 

 メキシコに於いて心臓インターベンション専門医、心臓インターベンション専修医の研修

制度が継続される。 

（2）外部条件（リスクコントロール） 

① 保健省が予定通りに予算確保を適切に行う。 

② 協力機関（循環器専門医評議会）による心臓インターベンション専門医への研修方

針が変更されない。 

③ 日本で TRI技術を習得した帰国研修員が技術チームに参加する。 

④ 保健省と心臓インターベンション専門医の意見の相違が起こらない。 

⑤ メキシコ政府の非感染性疾患対策に関する保健政策の継続性が維持される。 

 

６．評価結果                                             

本事業は、メキシコ国の開発政策、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                                  

 我が国の過去の類似協力の実施過程から得られた以下の教訓や好事例は、本プロジェクト

で活用される予定である。 

（１） 組織間連携による円滑な事業推進 

ペルー「人権侵害及び暴力被害住民への包括的ヘルスケア強化プロジェクト（2004 年か

ら 4 年間）」では、行政組織だけでなく、教育研究機関や専門機関との協働による先方実施

体制は、調整コストは高まるが、人材育成活動においてカリキュラム開発および教育を専門

とするリソースの活用が可能な点で有効であった。また、合同調整委員会や関係する会議を

定期的かつ頻繁に開催することを通じて、情報共有および透明性の高い意思決定を行ったこ

とは、プロジェクトの運営に関して関係者の共通理解を形成する上で有効であり、重要なプ

ロセスであった。これらの教訓を活かし、行政組織と医療現場の関係者の意思疎通が円滑に

図られることを意識した上、実施体制の構築と実施プロセスの確認を行う。 

（２） 関係機関の組織・体制・構造の明確化 

メキシコ「女性の健康プロジェクト（1999年から 5年間）」では、プロジェクトの事前調

査から実施協議、また開始当初の段階では、カウンターパート側の仕組みや状況について時

間をかけて理解することが効果的な協力のための条件であった。また、双方の十分な対話と

コミュニケーションによる協力計画やアプローチの検討のプロセスを通じて、オーナーシッ

プや自立発展性が醸成された。これらの教訓を活かし、メキシコの循環器内科領域を取り巻

く組織・体制・構造を正確に把握した上、プロジェクトのカウンターパートと活動計画の策



定を行う。 

 

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    

事業開始 6 か月以内   ベースライン調査   

事業開始 6 か月毎    定期モニタリング 

事業開始 2 年 6 か月以内 エンドライン調査 

事業終了 3 年後     事後評価  

 

以上 


