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カンボジア王国 / Kingdom of Cambodia

JICA 分娩時及び新生児期を中心とした母子継続ケア改善プロジェクト
JICA	Project	for	Improving	Continuum	of	Care	with	Focus	on	Intrapartum	and	Neonatal	Care	
(IINeoC)	

　本プロジェクトは、国立国際医療研究センター（NCGM）
が過去 20 年間支援してきた「カンボジア国立母子保健セン
ター」を本拠地として、同センターおよび 2 州における、分
娩時及び新生児ケアの改善を目指しています。活動の 3 つ
の「柱」は、①全ての新生児に対する分娩時および出生直後
のケア、②一定の割合で発生する病的新生児の治療とケア、
③施設から帰宅した新生児への適切なフォローアップ、です。
　4 年目となる 2019 年度には、主に以下の活動を実施しま
した。
1. 対象 2 州で助産師約 400 名に対して行った「出生直後

の新生児ケア」研修（2 日間）の効果をモニタリング
しました。研修前と比較して、数か月後も全体的にス
キルが定着していることが確認されました。さらに両
州において「早期必須新生児ケアの年次レビュー会議」
を開催しました。

2. 主に保健センターで正常分娩を取り扱う助産師を対象
とする「分娩時ケア研修」を準備しました。指導者研
修を開催するとともに、教材としてお産のために来院
した妊産婦さんに行うべきアセスメントのポケットガ
イドとその指導要領を開発しました。

3. 国立母子保健センターおよび 2 つの州病院新生児室で、
日本人専門家が、ケアの改善の評価や死亡症例検討の
支援を行いました。

4. 現在カンボジアで使用されている「母親手帳」「子ども
カード」の付帯資料として、母子の危険徴候を中心に
母子手帳の情報部分を網羅した「ブックレット」を作
成しました。スバイリエン州の 12 の保健センターに導
入しその効果を測定する調査も行っています。

5. 2 つの州病院研修部の、「院内感染対策」等の職員研修
開催を、青年海外協力隊員の方達とともに支援しました。

　本プロジェクトは、これまで国際医療研究センターと国際
協力機構（JICA）が築いてきた強い協力・信頼関係の上に成
り立っています。この貴重な財産を最大限に生かしつつ、赤
ちゃんとおかあさん、ご家族のためになる活動を展開するこ
とで、プロジェクトの目標である「継続ケア強化」を目指し
てきました。新型コロナウイルス感染拡大のため活動中断を
余儀なくされていますが、この困難を乗り越えて本プロジェ
クトがカンボジアの未来に貢献できることを願っています。

協力期間：2016 年 5 月 16 日 ～ 2021 年 5 月 15 日
プロジェクトサイト：プノンペン、コンポンチャム州、スバイ
リエン州
専門家：チーフアドバイザー　岩本 あづさ

This IINeoC Project aims to strengthen the continuum of 
care with a focus on the intrapartum and neonatal periods 
in the Kampong Cham and Svay Rieng provinces, and the 
National Maternal and Child Health Center in Phnom Penh. 
The project consists of three main activities; 1. Intrapartum 
and Immediate Newborn Care (INC); 2. management of 
sick newborns and preterm/low-birth-weight infants, and; 
3. follow-up for high-risk infants discharged from neonatal 
care units or showing danger signs. The JICA IINeoC Project 
closely collaborates with relevant development partners, 
such as the World Health Organization for these activities.

In the fourth year of the IINeoC Project, we supported the 
following activities:
1. Following INC coaching provided to all staff working in 

the field of intrapartum and neonatal care in Kampong 
Cham and Svay Rieng provinces, the effectiveness of 
coaching was assessed with supportive supervision. We 
recognized midwives could maintain better skills even 
after several months. 

2. Prepared training on intrapartum care, primarily for 
midwives who attend normal deliveries at health 
centers. We developed a pocket guide for initial 
assessment for normal deliveries and a guide for 
trainers. 

3. Technical support from Japanese specialists, such 
as assessment of quality of care and death case 
conference, etc., in the neonatal care units at the 
National Maternal and Child Health Center and 
provincial hospitals.

4. Following the development of a ‘booklet’ (‘Mother 
and Child Health Educational  Handbook’)  as a 
supplementary tool to official home-based records for 
mothers and children, 12 health centers in Svay Rieng 
have been providing this booklet mainly on antenatal 
care after a baseline-survey on the knowledge of 
midwives and mothers. We also have been conducting 
a follow-up cohort survey to assess its effectiveness.

5. Supported the training units of two provincial hospitals 
to conduct intra-hospital training, such as infection 

Project	Period：May.16, 2016 – May 15, 2021
Project	Site：Phnom Penh, Kampong Cham, Svay Rieng
Expert：Azusa Iwamoto, Chief Advisor
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control and prevention in collaboration with Japan 
Overseas Cooperation Volunteers.

All activities of the Project have been supported by the long 
and strong relationship between Cambodian staff and the 
NCGM/JICA. Based on this close collaboration, we will work 
hard to achieve our goals; strengthening of continuum of 
care from intrapartum to neonatal period, and to contribute 
to the future of Cambodia. Unfortunately, some activities 
were postponed due to the COVID-19 pandemic in 2020.

プロジェクトロゴ
（第 1 回合同調整委員会で投票、第 1 位だった案をデザイン化）

カンボジアで親しまれている花、「フランジパニ（プルメリア）」に囲まれ、伝統的な生活布 " クロマー " にくるまれた赤ちゃん
を中心に、ご家族が微笑んでいるデザインです。
Project	logo	
 (Voted on in the 1st Joint Coordination Committee on 27 September 2016)
A baby with kroma (Cambodian traditional cloth) is in the center among his/her happy family with frangipani flowers.

「分娩時ケア」研修風景（2019 年 10 月）
 Training of trainers on intrapartum care (October 2019)

2019 年度プロジェクトメンバー（NCGM インターン大田倫美医師とと
もに、2020 年 2 月）
Project staff 2019 (with a NCGM intern, February 2020)

第 4 回合同調整委員会を終えて（2019 年 8 月）
The 4th Joint Coordination Committee Meeting (August 2019)

新生児医療短期専門家の活動風景（2019 年 11 月）
Technical support from a Japanese specialist on neonatology (November 
2019)
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カンボジア王国 / Kingdom of Cambodia
JICA 草の根技術協力事業「女性のヘルスプロモーションを通じた
包括的な子宮頸がんサービスの質の改善プロジェクト」
JICA	Grassroots	Technical	Cooperation	Project	“Project	for	Improving	the	Quality	of	
Comprehensive	Services	for	Cervical	Cancer”

　カンボジアは、経済成長に伴い疾病構造が変化し、女性の
健康課題は妊娠出産から生活習慣病やがんへ移行していま
す。特に子宮頸がんは、検診制度が未整備なため早期発見
が難しく、女性のがん死亡の上位を占めています。そこで、
女性の健康に取り組む学術団体である日本産科婦人科学会

（JSOG）とカンボジア産婦人科学会（SCGO）は、2015 年よ
り 3 年間、JICA 草の根技術協力事業「工場労働者のための
子宮頸がんを入口とした女性のヘルスケア工場プロジェク
ト」を実施し、国立国際医療研究センター国際医療協力局は
その事業運営・調整・技術支援を担いました。プロジェクト
では、女性の健康に関する教育教材やプログラム開発、HPV
検査を起点とする子宮頸がん検診プロトコール作成、国立 3
病院における早期診断・治療技術強化、工場従業員を対象と
した健康教育・子宮頸がん検診を行いました 1、2。
　この成果を更に発展させるため、両学会は 2019 年 11 月
より「女性のヘルスプロモーションを通じた包括的な子宮頸
がんサービスの質の改善プロジェクト」を開始しました。今
後 HPV ワクチン接種が小学校での集団接種として導入され
ることを見据え、小学校教員を主な対象とし、健康教育と検
診の普及、質の向上を目指しています。11 月は、SCGO 年
次総会にて、約 200 名の関係者（学会員、保健省子宮頸が
ん対策担当官、WHO 非感染性疾患担当官ら）に、前フェー
ズの成果・知見および新規フェーズの活動計画を共有しまし
た。12 ～ 1 月は、詳細活動計画の立案、現地調査協力機関
との調整を進めました。2020 年 2 月以降は、新型コロナウ
イルス感染症の世界的流行を受け、事業進捗に遅れがみられ
ますが、メールやオンライン会議システムを通じて、SCGO
との協議・活動調整を行っています。

協力期間：2019 年 11 月～ 2022 年 10 月
プロジェクトサイト：プノンペン市
専門家：春山 怜、菊池 識乃、駒形 朋子、小原 ひろみ、
藤田 則子

In Cambodia, along with economic growth, women's health 
challenges have shifted from those related to pregnancy and 
childbirth to noncommunicable diseases including cancer. 
Although it is a disease that is largely preventable if effective 
screening program is in place, cervical cancer in particular 
is a leading cause of cancer deaths among Cambodian 
women. In order to improve cervical cancer screening in 
Cambodia, the Cambodian Society of Gynecologist and 
Obstetrics (SCGO) and Japan Society of Obstetrics and 
Gynecology (JSOG) carried out a JICA Grassroots Technical 
Cooperation Project "Project for Improving Women’s Health 
Care of Factory Workers Focusing on Cervical Cancer " 
between 2015 and 2018. The Bureau of International 
Health Cooperation of the NCGM played a role in project 
management, coordination and technical support. The 
project outcomes included development of educational 
materials and programs on women's health, development 
of a cervical cancer screening protocol using HPV testing, 
capacity building of early diagnosis and treatment at three 
national hospitals, and provision of health education and 
cervical cancer screening to factory workers 1, 2. 

To build on the outcomes further, the two societies 
launched the "Project for Improving the Quality of 
Comprehensive Services for Cervical Cancer" in November 
2019. This three-year project aims to improve the quality of 
services for cervical cancer by expanding health education 
and screening, mainly targeting primary school teachers. 
In November, the SCGO annual meeting was held, and the 
outcomes of the first phase and the plan for the second 
phase were shared broadly with 200 participants (SCGO 
members and stakeholders, including the Ministry of Health 
focal point for cervical cancer control, and WHO officer for 
non-communicable diseases). Between December and 
January, detailed activity plans were developed, including a 
needs assessment survey for primary school teachers. From 
February onwards, there has been a delay in progress due to 
the COVID-19 pandemic, but communication with SCGO is 
ongoing using email and web conference system to discuss 
what we can do to move forward with our plan where 
possible.

Project	Period：November, 2019 – October, 2022
Project	Site：Phnom Penh city
Expert：Rei Haruyama, Shikino Kikuchi, Tomoko Komagata, 
Hiromi Obara, Noriko Fujita

1. Ueda Y, et al. Development and evaluation of a cervical cancer screening 
system in Cambodia: A collaborative project of the Cambodian Society 
of Gynecology and Obstetrics and Japan Society of Obstetrics and 
Gynecology. J Obstet Gynaecol Res. 2019 Apr 11.  

2. Kanal K, et al. The cooperation between professional societies contributes 
to the capacity building and system development for prevention and 
control of cancer in low- and middle-income countries: the practice of 
Cervical Cancer Prevention and Control Project in Cambodia. Global 
Health & Medicine. 2020; 2(1):48-52. 
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プノンペン市内の小学校を訪問し教員へインタビュー
Visiting and interviewing primary school teachers

プロジェクト対象病院の婦人科医と病理医による臨床病理検討会
Clinicopathological conference by gynecologists and pathologists 
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ベトナム社会主義共和国 / Socialist Republic of Viet Nam

JICA	チョーライ病院向け病院運営・管理能力向上支援プロジェクト
JICA	Project	for	Improvement	of	Hospital	Management	Competency

　本プロジェクトは、チョーライ病院および現在建設中の
チョーライ日越友好病院において患者中心で質の高い医療
サービスを提供するための能力が強化することを目的として
います。期待される成果としては、次の 3 つが挙げられてい
ます。
成果 1：医療安全管理対策、多職種連携およびクリニカルパ

ス の 効 果 的 な 運 用 に よ り、 チ ョ ー ラ イ 病 院 及 び
チョーライ日越友好病院における患者中心で質の高
い医療サービスが強化される。

成果 2：チョーライ病院及びチョーライ日越友好病院におい
て、抗菌薬耐性（AMR）対策を含む医療関連感染管
理および対策が強化される。

成果 3：チョーライ病院とチョーライ日越友好病院が DOHA1

管轄の省病院（25）の患者安全、安全な患者の搬送、
感染管理を強化する能力が高まる。

　2019 年度にはチョーライ日越友好病院の建設スケジュー
ルの変更により、プロジェクトの実施期間を上記の期間に変
更することが、JICA とカウンターパートで合意されました。
　成果 1 では、患者安全を現場で担う人材を育成するため
のフォローアップ研修の実施、医療安全ポケットマニュアル
の改訂および配布、医療事故発生時の根本原因分析の実施、
肺癌 Tumor Board の実施、呼吸器サポートチームによるラ
ウンドの実施、クリニカルパスチームによるクリニカルパス
の作成を試みました。
　成果 2 では、感染管理を現場で担う人材を育成する研修
の実施、手指衛生ラウンドの強化、人工呼吸器関連性肺炎予
防のケアバンドル継続、手術部位感染の現状分析と手術部位
感染予防のケアバンドル開発、抗菌薬適正使用コンサルタン
トチームへの指導、シークエンサー能力強化のための本邦研
修が実施されました。
　成果 3 では、地方省病院の現状と研修ニーズの調査およ
び地方省病院の医療従事者の能力強化を目的としたテキス

協力期間：第 1 ターム　2016 年 12 月 20 日～ 2020 年 5 月 11 日、
第 2 ターム　2020 年 5 月～チョーライ日越友好病院建設開院、
第 3 ターム　チョーライ日越友好病院開院から 2 年程度
プロジェクトサイト：国立チョーライ病院（南部ホーチミン市）、
国立チョーライ病院の管轄する 25 の省病院
専門家：小原 博（チーフアドバイザー）、森山 潤（医療安全 /
看護管理）、黒須 一見（院内感染 / 看護管理）

The aim of this project is to enhance the competency of staff 
at the Cho Ray Hospital and the Cho Ray Vietnam-Japan 
Friendship Hospital (CRVJFH), currently under construction in 
order to provide patient-oriented and high-quality medical 
services. There are three expected outputs: 
1. To enhance patient-oriented and high-quality medical 

care services at the CRH and CRVJFH by improving 
patient safety measures, facilitating multi-professional 
communication and improving and implementing 
clinical pathways. 

2. To improve measures for healthcare-associated infection 
control (including measures for antimicrobial resistance 
(AMR)) at the CRH and CRVJFH. 

3. To improve the ability of the CRH and CRVJFH to 
strengthen functions, including patient safety, safe 
referral and the transfer of patients and infection control 
in provincial hospitals under DOHA1 management.

In the Japanese fiscal year 2019, we agreed the project term 
with JICA and counterparts due to change the construction 
schedule. 

In terms of Output	1, we conducted follow-up training 
to develop human resources with the aim of improving 
patient safety, conducted a root cause analysis for medical 
accidents, tumor board for lung cancer, respiratory support 
team round and tried to make clinical pathways. 

In Output	2, we conducted a training course to develop 
human resources with the aim of improving infection 
control, strengthened hand hygiene rounds, continued 
a care bundle for the prevention of ventilator associated 
pneumonia and analyzed the current situation surrounding 
surgical site infection, developed a care bundle for the 
prevention of surgical site infection, instructed a consultant 
team for the proper use of antimicrobial drugs and 

Project	Period：1st	Term Dec. 20, 2016 – May. 11, 2020, 
2nd	Term May. 2020 – Cho Ray Vietnam-Japan Friendship 
Hospital opens, 3rd	Term 2 years after Cho Ray Vietnam-Japan 
Friendship Hospital opens
Project	Site：Cho Ray Hospital (Ho Chi Minh City), 25 affiliated 
provincial hospitals
Expert： Hiroshi Ohara (Chief advisor), Jun Moriyama (Patient 
safety/Nursing management), Hitomi Kurosu (Infection 
control/Nursing management)

1. DOHA: Direction of Healthcare Activities 上位病院が下位病院を指導・支援
するしくみ。チョーライ病院は主に南部 25 の省病院を対象としている。

1. DOHA: Direction of Healthcare Activities (DOHA is a system to support 
lower level facilities in order to improve the capacity of medical services.) 
Cho Ray Hospital mainly covers 25 provinces.
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DOHA セミナー
DOHA seminar

医療安全研修フォローアップ
Follow-up Training for Patient safety

感染対策担当者養成研修
The training for staff in charge of Infection Control

本邦研修（シークエンサー）
Sequencer training in Japan

本邦研修（病院管理）
Training program on Hospital Management in Japan

implemented sequencer training in Japan. 
In Output	3, we visited provincial hospitals to investigate 

the situation surrounding patient safety and infection 
control along with training needs and created materials for 
training for provincial hospitals (ICU Nursing, Hemodialysis). 
We also held DOHA seminars on safer referral and transfer 
of patients to share our activities with doctors and nurses 
working at provincial hospitals and implemented Japan 
training on Hospital Management Improvement.

ト（ICU 看護、血液透析）を作成しました。またベトナム南
部の省病院の医師・看護を対象とした患者安全搬送に関する
DOHA セミナーを開催し、チョーライ病院での取り組みを
共有しました。さらに、病院管理能力強化を目的とした本邦
研修も実施しました。
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ミャンマー連邦共和国 / Republic of the Union of Myanmar

JICA 感染症対策アドバイザー
JICA	Adviser	for	Infectious	Disease	Control	and	Laboratory	Services

　JICA ミャンマー感染症対策アドバイザーは、ミャンマー
国の HIV、結核などの感染症対策に加え、薬剤耐性（AMR）
対策を核とした健康安全保障にかかる政策策定や戦略計画を
実践するための必要な技術的な支援を行うこと、そしてこれ
らを実施する上で必要な臨床検査機能強化にかかる技術的な
支援を行うため、2015 年 11 月より継続的に派遣されてきま
した。
　2019 年度は、HIV と結核の技術戦略部会に主要メンバー
として参画し、国家戦略計画（National Strategic Plan 2021-
2025）やその実施計画の策定、グローバルファンドに対する
新たなコンセプトノート（2021-2023）の策定に対する技術
的助言を行い、貢献してきました。また、薬剤耐性対策国家
行動計画（2017-2021）の実施を推進すべく、国立衛生研究
所（National Health Laboratory: NHL） が 薬 剤 耐 性（AMR）
対策国家調整センターとして機能するための技術的支援を行
い、抗菌薬や抗菌薬耐性に対する全国意識調査の実施、細菌
学検査に対する外部精度管理、薬剤耐性菌サーベイランスシ
ステム強化などの成果を上げてきました。そして年度末には
新型コロナウィルスがミャンマーにも流入したため、その対
応として国内診断検査体制の確立・拡大、安全かつ質の高い
検査実施に対する緊急追加的な技術支援も行いました。
　ミャンマーでは、感染症のアウトブレイクを早期に検知し
対応する公衆衛生上の体制は非常に脆弱で、特に上述の薬剤
耐性（AMR）対策については、いまだ有効な対策はほとん
ど行われていません。こうした公衆衛生危機対応能力の向上
に資する新たな支援が求められていることから、薬剤耐性

（AMR）対策に関する支援ニーズの把握と新規協力案件の作
成支援を 2020 年度は実施していく予定としています。

協力期間：2019 年 8 月 5 日～ 2021 年 8 月 4 日
プロジェクトサイト：ミャンマー全土
専門家：アドバイザー　宮野 真輔

The JICA advisor for infectious disease control and laboratory 
services has been dispatched to Myanmar since November 
2015 to provide technical support for the effective 
implementation of the national HIV/TB control and AMR 
control programs and to improve the quality of laboratory 
services related to those national programs.

In FY2019, the expert Dr. Miyano contributed to the 
development of the new National Strategic Plan 2021-2025 
and the Global Fund Concept Note 2021-2023 as a core 
member of the Technical Strategic Group of both HIV and TB. 
He also contributed to the implementation of the National 
AMR Action Plan 2017-2021 by conducting the first national 
AMR awareness survey among the general population 
and strengthening the national AMR surveillance system 
together with quality assured laboratory examinations in 30 
public laboratories in collaboration with the National Health 
Laboratory (NHL), which is the National AMR Coordinating 
Center (NACC). Lastly, as an urgent response to COVID-19, 
he assisted the NHL in establishing a domestic testing 
framework and scaling up testing into other large public 
laboratories while also providing technical support to ensure 
safe and appropriate testing protocols.

The level of preparedness for public health emergencies 
is still weak in Myanmar and needs to be strengthened to be 
able to rapidly respond to such emergencies. Considering 
the emerging need for these new technical areas, especially 
in AMR prevention and response, in FY2020, the adviser 
will start work on designing a new technical cooperation 
project with the Ministry of Health and Sports in Myanmar in 
coordination with other international organizations.

Project	Period：Aug. 5, 2019 - Aug. 4, 2021
Project	Site：All states and regions in Myanmar
Expert：Shinsuke Miyano, Advisor

薬剤耐性菌サーベイランスガイドライン策定メンバーとともに
Members who worked on developing the national AMR surveillance 
guidelines

薬剤耐性菌サーベイランスデータを現地スタッフと分析中
Analyzing the national AMR surveillance data with a national medical 
officer 
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モンゴル / Mongolia

JICA 一次及び二次レベル医療従事者のための卒後研修強化プロジェクト
JICA	Project	for	Strengthening	Post-graduate	Training	for	Health	Professionals	in	Primary	
and	Secondary	Level	Health	Facilities

　本プロジェクトは、モンゴル国の医療従事者の卒後研修制
度を強化することにより、一次及び二次医療サービスの質を
向上させることを企図し、2015 年 5 月から活動しています。
医師が主対象ですが、2019 年 3 月以降は看護師も対象にな
りました。2020 年 12 月に終了予定です。
　プロジェクトは、保健分野における政策策定機関である保
健省及び政策実施機関である保健開発センター、また地域の
研修病院の研修管理部門と活動しています。卒後臨床研修制
度の国レベルでの改善、重点科目（総合診療研修や救急科な
ど）の研修プログラム開発や改善、臨床研修指導医の育成、
モデルサイトにおける卒後研修管理能力強化などが主な活動
内容です。

　2019 年度の主な成果は、以下の 2 つです。
1.	 総合診療研修の充実、展開

2018 年 10 月から、モンゴル初の総合診療研修（1 年
間のローテート研修）をモデルサイトであるオルホン
県とチンギルテイ地区病院で開始しました。今年度は、
研修を充実させるために、研修補助教材の開発や指導
医の能力強化を目的とした研修の実施を支援しました。
また、総合診療研修の開始を希望する国内の他施設が、
国の基準に則って研修を開始できるように、オルホン
県の病院の研修管理部門が主導するセミナーの開催も
支援しました。

2.	 看護師の指導者養成研修の開発
保健省からの要望に基づき、看護師を対象に活動を開
始しましたが、まず新人看護師の指導者を養成する研
修の開発に取り組みました。保健大臣令に基づき設置
されたワーキンググループの活動を日本人専門家が支
援し、2019 年 12 月にモンゴル初の看護師指導者養成
研修を開催することができました。11 月には、ワーキ
ンググループのメンバーを対象に NCGM で本邦研修を
行い、日本における新人看護師の指導に関する取り組
みを視察していただきました。

協力期間：2015 年 5 月 11 日～ 2020 年 12 月 31 日
プロジェクトサイト：ウランバートル市、他
専門家：チーフアドバイザー　井上 信明

The project has been in operation since May 2015 with 
the aim of improving the quality of primary and secondary 
health care services by strengthening the post-graduate 
training system for health care workers in Mongolia. It is 
primarily for doctors, but after March 2019, nurses will also 
be eligible, which is expected to end in December 2020.

The project works closely with the Ministry of Health 
(MOH), an organization responsible for the development 
of health-related policies, and the Center for Heath 
Development (CHD), responsible for implementing health 
related policies, as well the training management units of 
training hospitals in the district. The main activities are to 
improve the postgraduate clinical training system at the 
national level, develop and improve training programs 
in priority subjects (such as general practice training and 
emergency department), train clinical training instructors, 
and strengthen postgraduate training management 
capacities at model sites.

Major outcomes of the project during JFY 2019 are as 
follows.
1.	 Enhancement	and	development	of	comprehensive	

medical	care	training
In October 2018, Mongolia's first clinical training for 
general practitioners (one-year rotational training) 
was launched at the model sites, Orkhon province and 
Chingeltei District Hospital. This year, to enhance the 
training, we supported the development of training 
materials and the implementation of training aimed at 
strengthening the abilities of supervising physicians. We 
also supported the implementation of seminars led by 
the training management units of hospitals in Orkhon 
province to ensure that other facilities wishing to start 
general practice training could do so in accordance with 
national standards.

2.	 Development	of	clinical	instructor	training	for	nurses
At the request of the Ministry of Health, we started 

Project	Period：May 11, 2015 – Dec. 31, 2020
Project	Site：Ulaanbaatar and others
Expert： Nobuaki Inoue, Chief Advisor
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モンゴルで初めてとなる診療手技を学ぶ教材開発を支
援しました。教材は写真つきの解説がありますが（写
真下半分）、付属する QR コードを活用すると動画で
見ることもできます（写真上半分）
Under the support of the project, the first teaching 
material for medical procedures was developed in 
Mongolia. The textbook has explanations with photos 
(bottom half of the photo), but we can also view the 
video by using the QR code that comes with it (top 
half of the photo)

2019 年 12 月にモンゴル初となる看護師指導者養成研修を実施しました。NCGM の深谷看護師が専門家として深く関与しました
In December 2019, Mongolia's first clinical instructor training for nurses was held, with NCGM's Ms. Fukatani deeply involved as an expert in this field

working with nurses, with an initial focus on developing 
training programs to train new nurse instructors. 
Japanese experts supported the activities of the working 
group established under the decree of the Minister 
of Health, and we were able to organize Mongolia's 
first clinical instructor training program for nurses in 
December 2019. In November, we provided training 
for members of the working group to observe the 
initiatives of the NCGM in Japan, regarding mentoring 
newly graduated nurses.
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ラオス人民民主共和国 / Lao People’s Democratic Republic

JICA 保健政策アドバイザー
JICA	Health	Policy	Advisor

協力期間：2019 年 5 月 21 日～ 2021 年 5 月 20 日
プロジェクトサイト：ビエンチャン市
専門家：個別アドバイザー　岡林 広哲

Project	Period：May 21, 2019 – May 20, 2021
Project	Site：Vientiane Capital, Lao PDR
Expert： Hironori Okabayashi, Health Policy Advisor

　本アドバイザーの派遣は、ラオス国保健省が、他の開発パー
トナーとともに、国家保健開発計画を効果的に実施し、さら
に保健セクター改革を進めるための支援を目的とし、2016
年 3 月から始まりました。2019 年 5 月にアドバイザーが交
代しましたが、引き続き、以下の分野への技術協力を行いま
した。 
1. ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成に向けた政策、

戦略、計画、活動の改善
2. 保健セクター事業調整メカニズムの強化
3. 日本のラオス保健セクターへの貢献の強化
　2019 年は第 9 次保健開発 5 か年計画（2021 ～ 2025 年）
を策定する年であり、保健省の計画策定を WHO とともに支
援しました。また、2013 年に策定された保健セクター改革
戦略枠組（2013 ～ 2025 年）について、2021 ～ 2025 年部
分の修正、2026 ～ 2030 年部分の追加する改定を、WHO と
ともに支援しました。その他、保健省と開発パートナーの事
業調整プラットフォームであるセクターワイド・コーディ
ネーションメカニズムの運営、保健医療サービスの質改善の
ための病院認証制度の構築、国家健康保険制度の運営改善な
どについて、他の開発パートナーと協力し、保健省を支援し
ました。
　主な活動成果は以下のとおりです。
1. 保健セクターワーキング・グループ会議（議長：保健

大臣、副議長：日本大使、WHO 代表）の開催
会議で承認された政策文書案骨子
• 第 9 次保健開発 5 カ年計画（2021 ～ 2025 年）（案）

骨子
• 保健セクター改革戦略枠組改定（2013 ～ 2030 年）

（案）骨子
2. 国家健康保険制度の財政的維持のための提言書の保健

省国家健康保険局への提出

JICA has dispatched a Health Policy Advisor to Lao PDR since 
March 2016. The objective of this advisor’s dispatchment 
was to provide technical assistance to the Ministry of Health 
(MoH) of Lao PDR for the effective implementation of the 
Health Sector Development Plan and to proceed with 
further Health Sector Reform in collaboration with other 
development partners.

The advisor was replaced in May 2019 and continued to 
assist in; (1) improving health policies, strategies, plans and 
activities toward achievement of universal health coverage; 
(2) strengthening the sector-wide coordination mechanism 
for health; and (3) strategizing assistance from Japan to the 
health sector in Lao PDR.

2019 was the year to develop the 9th Health Sector 
Development 5-Year Plan (2021-2025). The advisor assisted 
the MoH in developing the plan in collaboration with the 
WHO. The advisor also assisted the MoH in revising the 
Health Sector Reform Strategy and Framework (2013-2025) 
formulated in 2013 to update the framework from 2021-
2025 and add additional framework from 2026-2030 in 
collaboration with the WHO.

In addition, the advisor assisted the MoH in managing 
the Sector-wide Coordination Mechanism, a platform for the 
MoH to coordinate with development partners, establishing 
a hospital accreditation system to improve healthcare 
services and improving the National Health Insurance 
System in collaboration with other development partners.

The main outcomes contributed by the advisor are as 
follows:
1. Organizing the Health Sector Working Group Meeting 

chaired by the Minister of Health and co-chaired by the 
Japanese ambassador and WHO representative for Lao 
PDR
Documents endorsed in the meeting
• Outline of the draft for the 9th Health Sector 

Development 5-Year Plan (2021-2025)
• Outline of the draft for the Health Sector Reform 

Strategy and Framework (revision, 2013-2030)
2. Submission of proposals for financially sustainable 

operation of the National Health Insurance System to 
the National Health Insurance Bureau of the MoH保健セクターワーキング・グループ会議（2019 年 10 月）

Health Sector Working Group Meeting, October 2019
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ラオス人民民主共和国 / Lao People’s Democratic Republic

JICA 保健医療サービスの質改善プロジェクト
JICA	Project	for	Improving	Quality	of	Health	Care	Services

　ユニバーサル・カバレッジ（UHC）の達成には医療の質・
安全の確保が不可欠です。ラオスでは、保健省が「病院の５
つの強みと患者満足」の政策を講じたことで、全国の病院が
医療の質・安全の維持と改善に取り組みはじめました。ラオ
ス保健医療サービスの質改善（QHC）プロジェクトは、南
部４県（チャンパサック県、サラワン県、セコン県、アッタ
プー県）の医療施設で質の高い保健医療サービスが提供され
ることを目的としています。
　プロジェクトでは、ラオスの社会的・文化的な価値観を反
映した医療の質・安全の技術協力を模索する中で、（１）病
院の質基準の作成・改訂、（２）定期自己評価、（３）改善テー
マの優先付け、（４）日常管理と継続的質改善を活動内容と
する「質改善モデル」を開発しました。
　「質改善モデル」に沿った４県病院の質管理活動は、来年
で４巡目を迎えます。４つの県病院は、これまでに、７つの
対象サービス（外来、入院病棟、トイレ、産褥大出血のケア、
子癇のケア、産前ケア、産後ケア）と病院の質管理体制を改
善してきました。しかし、成果をどのように維持するかは未
だ課題であったため、病院の質管理・患者安全研修と本邦研
修「医療のナショナルクオリティマネジメントシステム」で
強化を図ってきました。また、「第 3 回ラオス保健医療サー
ビスの質改善フォーラム」を開催し、ラオス全国の医療関係
者が質改善活動の経験を共有し議論する機会を提供してきま
した。
　来年はプロジェクトの最終年度です。病院の質改善モデル
のガイドラインの完成とそのラオス全国の医療機関への普及
を目標として活動します。

協力期間：2016 年 2 月 21 日～ 2021 年 2 月 20 日
プロジェクトサイト：ビエンチャン特別市、アッタプー県、チャ
ンパサック県、サラワン県、セコン県
専門家：チーフアドバイザー　村井 真介、
看護管理　神田 未和

Quality and Safety in Health Care is essential for achievement 
of Universal Health Coverage (UHC). Hospitals in Lao PDR 
started improving quality and safety in health care after 
implementation of the “Five Goods and One Satisfaction” 
policy by the Ministry of Health, Lao PDR. The Project for 
Improving Quality of Health Care Services (The QHC project) 
aims to improve quality of healthcare services in health 
facilities of four southern provinces (Champasak, Salavan, 
Sekong, and Attapeu). 

In an effort to find ways to reflect the social and cultural 
values of Laotian, the QHC project developed “the QHC 
Model”, consisting of; (1) development and revision of hospital 
quality criteria; (2) regular self-assessment; (3) prioritization of 
topics of quality improvement and; (4) daily management and 
continuous quality improvement (CQI/KAIZEN). 

In 2020, four provincial hospitals will advance to the 
fourth round of hospital quality management activities. 
So far, the four provincial hospitals improved the quality 
of seven target services (outpatient department, inpatient 
department, toilet, care for postpartum hemorrhage, care 
for eclampsia, intrapartum care and postpartum care) 
and hospital quality management. However, maintaining 
the achieved quality is still a challenge. To overcome this 
challenge, the QHC project offered a series of hospital 
quality management and patient safety training and 
training on national quality management system in 
healthcare implemented in Japan. Also, the project offered 
an opportunity for service providers in Lao PDR to share 
and discuss their practical experiences regarding the quality 
improvement activities.

Next year marks the final year of the QHC project. The 
QHC project will focus on documentation of the QHC Model 
and its dissemination to health facilities all over Lao PDR.

Project	Period：Feb. 21, 2016 – Feb. 20, 2021
Project	Site：Vientiane Capital, Attapeu Province, Champasack 
Province, Salavan Province and Sekong Province
Expert： Shinsuke Murai, Chief Advisor, Miwa Kanda, Nursing 
Management

「第 3 回ラオス保健医療サービスの質改善フォーラム」の様子
“The Third Lao Forum on Improving Quality of Health Care Services” 
provides an opportunity to share and discuss practical experiences 
regarding quality improvement activities

本邦研修「医療のナショナルクオリティマネジメントシステム」の様子
National quality management system in healthcare training in Japan
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ラオス人民民主共和国 / Lao People’s Democratic Republic

JICA	持続可能な保健人材開発・質保証制度整備プロジェクト
JICA	Project	for	Sustainable	Development	and	Quality	Assurance	of	Healthcare	Professionals

　ラオスの医師、歯科医師、看護師、助産師などの保健人材
の数は、同国保健省の報告書によると人口 1,000 人あたり 0.8
人です。これは、世界保健機関の定義にあてはめると保健人
材の数が極度に不足する国に該当します。ラオスでは、この
ような量的な不足に加え、人材の地域的な偏在や質的な不足
が深刻な問題となっています。これらの課題を解決するため、
同国保健省は、日本の技術協力のもと、保健人材を対象とし
た国家試験および免許登録制度に関する国家戦略を 2016 年
1 月に策定しました。この戦略に基づき、国家試験および免
許登録制度を創設および運用するための組織として、同国保
健省は保健人材カウンシルを 2017 年に新たに設置しました。
これに伴い、同国保健省は前述の国家戦略を実現し、保健人
材の質の向上を図るための新たな技術協力プロジェクトの実
施を日本政府に要請しました。この要請に基づき、2018 年
7 月から 5 年間の予定で、持続可能な保健人材開発・質保証
制度整備プロジェクトが開始されました。

成果および活動実績
　本プロジェクトでは、期待される成果が 3 つ設定されて
おり、2019 年度は以下のような活動を行いました。
1.	 国家試験および免許登録制度に関する規則の策定

保健人材カウンシルに保健人材に関する規則を作成する
ための作業部会が設置され、全職種に共通する規則の作
成を進めています。また、看護師国家試験及び看護師イ
ンターンシッププログラムに関する規則の作成も進めら
れています。

2.	 看護師国家試験制度の創設および運用
2019 年 1 月から断続的に、試験制度、制度及び受験手
続説明会、類似試験視察、試験問題及び合否判定基準を
作成し、2019 年 9 月にパイロット看護師国家試験を小
規模で実施しました。この試験を実施するにあたり、国
際医療協力局から菊池識乃短期専門家が派遣され、技術
的な支援が行われました。その後、模擬合否判定を行う
と共に、全ての過程を振り返り、2020 年 10 月に予定
されている看護師国家試験本試験に向けた提言を取り纏
めました。また、看護師国家試験実施マニュアル及び 5
巻シリーズのプログレスレポートを編纂し、これが保健
省に提出されました。

3.	 看護師国家試験合格者を対象としたインターンシップ

協力期間：2018 年 7 月 23 日～ 2023 年 7 月 22 日
実施機関：保健省治療リハビリテーション局、
保健人材カウンシル
専門家：看護行政　田村 豊光

According to the official 2013 report from the Ministry 
of Health in Lao PDR, the number of medical doctors, 
dentists, nurses and midwives is 0.8 people per 1,000. This 
number shows that Lao PDR is a country considered to 
have a serious shortage of healthcare professionals. Lao 
PDR also has a problem concerning the maldistribution 
and inadequate quality of human resources. In order to 
solve these issues, a strategy for a healthcare professional 
licensing and registration system in Lao PDR 2016–2025 
was created in January 2016 through the collaboration 
between the Ministry of Health and technical experts from 
Japan. Based on this strategy, a Healthcare Professional 
Council was established in 2017 to improve the knowledge, 
skills, competencies, ethics and other aspects of healthcare 
professionals. However, the Healthcare Professional Council 
does not possess the necessary experience to manage 
the new system in terms of the creation of a national 
examination, licensing and registration. For that reason, 
the government of Lao PDR has made a request to the 
government of Japan to implement technical cooperation 
with Japanese experts. In order to fulfill that request, the 
Project for Sustainable Development and Quality Assurance 
of Healthcare Professionals was launched in July 2018 and 
will run for five years.

Expected	 results	and	achievements	of	 the	project	 for	
Japanese	fiscal	year	2019
The project aims to achieve the following three results and 
below each of them are the corresponding activities carried 
out in JFY 2019:
1.	 Legislation	of	the	National	Examination,	Licensing	

and	Registration	for	Healthcare	Professionals
Technical working groups of the Healthcare Professional 
Council have been established in order to create the 
decision on licensing and registration for all healthcare 
professionals. Legislation documents necessary for 
the implementation of a National Examination and 
Internship Program for Nurses are also currently being 
created.

2.	 Creation	and	operation	of	the	National	Examination	
for	Nurses
The determination of an outline, its orientation and 
dissemination of the application procedures, observation 
of a similar examination, creation of the blueprint 

Project	Period：July 23, 2018 – July 22, 2023
Counterpart	organizations：Department of Healthcare and 
Rehabilitation of the Ministry of Health, Healthcare Professional 
Council of the Ministry of Health
Expert： Toyomitsu Tamura, Nursing Management Expert
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プログラムの創設および運用
標記プログラムを創設するためのタスクフォースが設置
され、具体的な内容の検討を重ねています。

　なお、筆者は 2018 年 7 月から 2019 年 1 月までの 1 年半
の任期を終了し、本帰国しました。国際医療協力局は、宮﨑
一起氏を筆者の後任として派遣し、2020 年 10 月に予定さ
れている第 1 回看護師国家試験の実施に向け、技術協力を
継続しています。

and questions, and passing criteria for the National 
Examination for Nurses started being developed in 
January 2019. A pilot National Examination for Nurses 
was also executed on a small scale in September 2019. 
Japanese short-term expert, Ms. Shikino KIKUCHI, 
a member of the Bureau of International Health 
Cooperation, was dispatched to support the execution 
of the pilot examination. After the execution of the pilot 
examination, an original method of grading and passing 
criteria were developed. Based on this first experience 
of implementing the pilot National Examination for 
Nurses, all processes were reviewed, evaluated and given 
recommendations in order to improve the real National 
Examination for Nurses, which will be implemented in 
October 2020. Consequently, an implementation manual 
for the National Examination for Nurses in Lao PDR and 
five progress reports each covering a specific aspect of 
the National Examination were edited and submitted to 
the Ministry of Health.

3.	 Creation	of	an	internship	program	for	new	graduates	
who	pass	the	National	Examination	for	Nurses
A new taskforce has been established in order to 
create the internship program. The necessary detailed 
contents are currently being created.

The author of this report, whose contract was effective 
from July 2018 to January 2019, returned to Japan. As a 
result, Japanese long-term expert, Mr. Kazuki MIYAZAKI, was 
dispatched as a successor by the Bureau of International 
Health Cooperation in order to carry on the support for the 
implementation of the first real National Examination for 
Nurses in Lao PDR.

受験手続の説明　
Dissemination of the application procedures of the National Examination 
for Nurses

試験概要の説明　
Explanation of the outline of the National Examination for Nurses

試験問題の配布　
Distribution of examination

試験の様子　
Execution of the pilot National Examination for Nurses
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コンゴ民主共和国 / Democratic Republic of the Congo

JICA 保健省次官付顧問
JICA	Technical	Advisor	to	the	Secretary-General	/	Ministry	of	Health

2019 年度の活動内容 
1.　保健省全体に関連した活動 

• 次官室からのガバナンスに関する情報提供のサイト作
成研修の実施

• コンゴ民・日本共有目標ワークショップ協議と実施並
びに承認

• 州保健局（コンゴセントラル州 10 月、チョポ州 10 月、
オーカタンガ州 12 月）へのミッション（州保健局の
ガバナンス評価）

2.　疾病対策に関連した活動 
• 世界保健安全保障アジェンダ（GHSA）コンゴ民主共

和国アクションプラン作成ワークショップ
• 北キブ州エボラ流行　国家調整会議、現地対策本部（ベ

ニ及びゴマ）とのビデオカンファレンスへの出席
• 動物セクターの戦略計画に関するワークショップ（8 月）

3.	 人材開発支援のための活動	
• INPESS（国立保健人材養成モデル校における職員へ

の５S-Kaizenn に関しての研修、教授方法、広報のた
めの支援の実施

4.　ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに関連した活動 
• コンゴセントラル州プライマリーヘルスケアマネジメ

ント研修の実施・評価

協力期間：2018 年 3 月 18 日～ 2020 年 3 月 17 日
プロジェクトサイト：コンゴ民主共和国保健省
専門家：保健省付次官顧問　仲佐 保

Activities	in	Fiscal	2019
1. Implementation of training to provide information on 

governance from the Secretary's Office
2. Consideration, implementation and approval of 

Common Objectives between DRC and Japan
3. Mission to the provincial health department (Kongo 

Central Province, Tshopo Province and Haut-Katanga 
Province) to improve governance

4. Action Plan Workshop on Global Health and Security 
Agenda (GHSA) of the DRC

5. Participation in video conferences with the National 
Coordination Committee and Local Emergency 
Operation Center (Beni and Goma) for Ebola outbreak 
in North Kivu

6. Workshop on strategic planning for Ebola outbreak in 
the animal sector

7. Various activities for INPESS (training on 5S-Kaizen for 
staff, training on teaching methods, support for public 
relations)

8. Implementation and evaluation of primary health care 
management training in Kongo Central Province

Project	Period：Mar. 18, 2018 - Mar. 17, 2020
Project	Site：The Ministry of Public Health, the Democratic 
Republic of the Congo (DRC)
Expert：Tamotsu Nakasa, Health Policy advisor

オーカタンガ州保健局への次官ミッション
Mission to the provincial health department （Haut-Katanga Province）
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JICA 保健人材開発支援プロジェクト　フェーズ 3
JICA	Project	on	Human	Resource	Development	in	Health	Phase	3

　コンゴ民主共和国（以下、コンゴ民）は 1960 年にベルギー
から独立しましたが、その後 1990 年代の内戦で国内インフ
ラは破壊しました。保健システムも脆弱化し、保健省が管理
監督すべき保健人材についても同様の状況に陥りました。コ
ンゴ民で国民に保健医療サービスを提供する保健医療従事者
のうち、保健省が管理しているのは公的保健医療施設に従事
する公務員です。しかしながら、それら保健人材の養成や採
用、配置に必要な法整備が整っておらず、現場では基準を満
たしていない養成校が保健人材を養成していたり、養成され
た保健人材が公務員採用の権限のない下部組織である公的保
健医療施設に採用され、後付けで公務員として登録申請した
りということが現時点でも起こっています。そのため、保健
省は公的保健医療施設に従事する保健人材さえ、誰がどこに
どの程度配置されているのか、またその人材の質は担保され
ているのかを正確に把握できていません。　
　このような背景のもと、政府開発援助により 2010 年から
保健省の保健人材に関する部局を主なカウンターパートと
した「保健人材開発支援プロジェクト」が開始されました。
フェーズ 1（3 年間）、フェーズ 2（4 年間）を経て 2018 年
10 月よりフェーズ 3（5 年間）が始まりました。フェーズ１
と２では保健省保健人材関連部局の政策策定や実施能力の強
化に重点を置いていましたが、フェーズ 3 ではパイロット
州（コンゴセントラル州）を一つ選択し、そこで働く看護師
と助産師の能力強化やその均等な配置の促進を目指します。
パイロット州の住民がどの地域に住んでいようと、看護師や
助産師から質の高いケアを受けることができるよう、保健人
材という視点からアプローチします。パイロット州では包括
的なアプローチでの支援を展開していくため、保健人材の管
理や配置に関する政策策定や実施能力の強化をはじめ、看護
師と助産師の養成校の強化、そして既にパイロット州で保健
医療サービスを提供している看護師と助産師への公平な継続
教育の機会の促進を行う予定です。2019 年度は以下のよう
な活動を行いました。 
1.　プロジェクト運営管理		

• 5 月中旬、3 名の日本人専門家がコンゴ民に着任（保
健人材管理、基礎教育、業務調整）。うち 2 名が 7 月
以降パイロット州に着任。

協力期間：2018 年 10 月 6 日～ 2023 年 10 月 6 日
プロジェクトサイト：コンゴ民主共和国保健省、コンゴセント
ラル州保健局
専門家：チーフアドバイザー　及川 みゆき

Although the Democratic Republic of the Congo (“DRC”) 
became independent of Belgium in 1960, in the time ensuing, 
domestic infrastructure was destroyed in the civil war through 
the 1990s. As a result, the health system has been weakened 
and the same situation applies to health care workers that 
should be managed/supervised by the Ministry of Health. 
The Ministry of Health manages health workers who work 
in public health facilities and who are also civil servants. 
However, the legal systems required for the education, 
employment and placement of such resources are not well 
developed, resulting in some low-quality training schools 
providing health workers in the field and some trained health 
workers are recruited unofficially as civil servants by health 
facilities because there is a system that allows them to be 
registered. Because of this situation, the Ministry of Health is 
not able to accurately determine where and how many health 
workers are deployed in the country and their skill levels.

Amidst this background, the “JICA Project for the 
Development of Human Resources in Health” was launched 
in 2010, with the Ministry of Health with Official Development 
Assistance from Japan with the primary counterpart being 
the department responsible for human resources in health 
within the Ministry of Health. After Phase 1 (3 years) and 
Phase 2 (4 years), Phase 3 started in October 2018. Phases 1 
and 2 focused on strengthening the capacity of the human 
resource department of the Ministry of Health to develop and 
implement health policy. In Phase 3, one province (Kongo 
Central) was selected as a pilot, and the project aims not only 
to improve the quality of nurses and midwives, but also to 
promote the equity of their geographical distribution. The 
project will focus on the development of human resources 
for health so that everybody who lives in the province can 
receive quality health services provided by nurses and 
midwives regardless of where they live. The project will also 
try to improve the capacity to formulate and implement 
policy in relation to the management and placement of 
health care workers, to improve training schools for nurses 
and midwives, and to promote equal opportunity for on-
going training for nurses and midwives already providing 
health care services in the province. The following activities 
were conducted in fiscal 2019:

Project	Period：Oct. 6, 2018 - Oct. 6, 2023
Project	Site：The Ministry of Public Health and Kongo Central 
Province, Democratic Republic of the Congo
Expert：Miyuki Oikawa, Chief Advisor
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• 6 月、第 1 回合同調整委員会を開催。プロジェクト関
係者とプロジェクト概要、2018 年度活動報告、2019
年度活動計画について、協議。

• 保健人材を扱うドナー会議に毎月出席し、他ドナーと
の情報共有、協調を促進。

2.　保健省（中央政府）の保健人材政策の計画・実施・
　　モニタリング評価支援	 

• 政策をモニタリングする役割を持つ国家保健人材技術
委員会の開催支援とその活性化。

• 国家保健人材開発計画（2019 ～ 2022 年）の改訂、承認、
普及までの一連の活動を支援。

• 2019 年国家保健人材年鑑作成支援。
• 中級保健人材養成校国家統一卒業試験実施支援。 

3.　パイロット州（地方政府）の保健人材政策の計画・実施・
　　モニタリング評価支援

• 政策をモニタリングする役割を持つ州保健人材委員会
の開催支援とその活性化。

• 州保健局の保健人材基礎データ管理ソフトの変更・運
営支援。

• 2019 年州保健人材年鑑作成支援。
• 中級保健人材養成校（5 校）への新プログラム導入支

援。

　パイロット州に 2 名の日本人専門家が着任したことによ
り、現場の状況に即した迅速な支援が展開できる環境が整い
ました。残念ながら COVID19 の影響を受け、3 月中旬以降
全ての日本人専門家は退避一時帰国となりましたが、ナショ
ナルスタッフ、カウンターパートと情報交換しつつ、遠隔で
の作業が可能な活動を抽出し、実施しています。

1.　Project	management 
• In May 2019, three Japanese experts arrived in DRC. 

Since the end of June, experts are in charge of the 
management of human resources for health, and 
initial training for nurses and midwives started work 
in Kongo Central Province.

• In June 2019, the first Joint Coordination Committee 
was held to share and discuss the overview of the 
Project, the results of activities in fiscal 2018 and the 
plan in fiscal 2019.

• Promote cooperation with donors who deal with 
healthcare workers by participating in monthly 
meetings.

2.　Support	for	planning,	implementing,	and	monitoring	
　　human	resource	policies	of	the	Ministry	of	Health	
　　(central	government	level)		

• S u p p o r t  f o r  o r g a n i z i n g  a n d  a c t i v a t i n g  t h e 
national technical committee for human resource 
development responsible for monitoring the national 
human resource development plan.  

• Support for the revision, approval and diffusion of the 
national human resource development plan.

• Support for publication of annual national statistics 
for human resources for health in 2019.

• Support for a unified national graduation examination 
for schools in the field of health.

3.　Support	for	planning,	implementing,	and	monitoring	
　　health	human	resource	policies	in	the	pilot	province	
　　(local	government	level)

• Support for organizing the provincial technical 
committee for human resource development 
responsible for monitoring the provincial human 
resource development plan.

• Support for introducing new tools to manage human 
resource data.

• Support for publication of annual statistics for human 
resources for health in the Province in 2019.

• Support for introducing a new education programme 
into five nursing and midwifery schools. 

Since the dispatch of two Japanese experts to the pilot 
province, we have been able to develop an environment to 
rapidly promote further support in the area. However, from 
the middle of March all four Japanese experts returned to 
Japan due to the impact of COVID-19 and we are currently 
identifying work that can be conducted remotely while 
exchanging information with national staff and counterparts. 
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JICA ユニバーサルヘルスカバレッジ達成のための
基礎的保健サービスマネジメント強化プロジェクト
JICA	Project	for	Strengthening	Basic	Health	Care	Services	Management	for	Universal	Health	Coverage	in	Zambia

世界保健機構（WHO）では、ユニバーサル・ヘルス・カバ
レッジ（UHC）の達成に向けて、すべての人が経済的な負担
なく、質の高い基礎的保健サービスを受けられることを目指
しています。ザンビアでは医療費を原則無料にしているもの
の、1996 年から 2016 年の 20 年間に平均余命は 18 年長くなり、
急激な人口増加と高齢化、医療人材の不足に加えて、政府の
財政難により、適切な医療サービスを提供するための体制が
追いついていないのが現状です。

2015 年 10 月より本プロジェクトは開始されました。保健省
と対象州保健局とともに、地域の状況や情報に基づいて保健
活動計画の立案から実施、評価、改善について、対象郡保健
局を技術的に支援していくことで、サービス提供にかかるマ
ネジメント能力強化に取り組みました。 具体的にはプロジェ
クトの活動対象地域であるルサカ州（ルサカ郡、チョングエ郡）
と南部州（チョマ郡、カロモ郡）の 4 つの郡保健局にて、3 年
間で優先的に行う保健活動計画を作成し、実際にその運営管
理を現場で支援しました。プロジェクトではこの保健活動計
画を DSAP（District Specific Activity Plan）と名付け、プロジェ
クト終了時には DSAP アプローチの定着のため、国家ガイドラ
インの改訂を含めた政策支援を実施しました。 
上位目標
　対象州において効果的で質の高い基礎的保健サービスへの
アクセスが向上する。
プロジェクト目標
　質の高い基礎的保健サービスが効果的に提供されるために、
保健省及び対象州・郡保健局の各レベルにおいて収集された
情報とその分析に基づいた持続的なサービス提供のためのマ
ネジメント能力が強化される。
成果
成果 1：保健省による、収集された情報とその分析に基づい

た基礎的保健サービスに係る政策の計画立案及び実
行能力が高まる。 

成果	2：州保健局による、収集された情報とその分析に基づ
いた基礎的保健サービスの提供に係るマネジメ ント
計画能力および郡保健局に対する技術的指導能力が
強化される。

成果	3：郡保健局による、収集された情報とその分析に基づ
いた基礎的保健サービスの提供に係るマネジメ ント
計画能力が向上する。

2019 年度（最終年度）までの主な事業
　プロジェクト期間内に全てのプロジェクト目標は達成されま

協力期間：2015 年 10 月 27 日～ 2019 年 10 月 27 日
プロジェクトサイト：ザンビア保健省臨床診断局
専門家：チーフアドバイザー　清水 栄一

Universal Health Coverage (UHC) is the single most powerful 
concept being proposed by the World Health Organization 
(WHO): A framework that allows all people to have access 
to the quality health services they need without suffering 
financial hardship. The government of Zambia provides 
basic healthcare services for free to its population. The 
average life expectancy increased by 18 years from 1996 to 
2016. Due to the rapid population increase and aging, lack 
of medical personnel, and government financial difficulties, 
health systems have yet to be developed sufficiently to 
provide basic healthcare services to the entire population.

The project started in October 2015 with the aim of 
strengthening the management capacity for service 
provision by providing technical support to the target 
District Health Offices in the planning, implementation, 
evaluation, and improvement of health action plans based 
on locally specific conditions and data. More specifically, the 
four targeted District Health Offices in Lusaka and Southern 
Provinces created a three-year health activity plan specific to 
their priority areas in each District, named the “DSAP（District 
Specific Activity Plan）” and the project supported their 
implementation.
Overall	Goal
Access to effective and quality basic health care (BHC) 
services for the target provinces is improved. 
Project	purpose
Capacity of management in all levels of governmental 
institutions within the target areas for effective and 
sustainable operation of quality BHC services based on 
health information collected and analysed is strengthened. 
Output
1. Ministry of Health has better capacity to formulate 

and facilitate implementation of policies and plans to 
provide quality basic health care services. 

2. Provincial Health Offices (PHOs) have better capacity in 
providing technical assistance to District Health Offices 
(DHOs). 

3. District Health Offices have better capacity in planning 
of health care services based on health management 
information.

Main	activities	in	fiscal	2019	(final	year	of	the	project)
All the project purpose and outcomes were achieved during 
the project period. DSAP guidelines were prepared and 
approved by the Ministry of Health signed by the Health 

Project	Period：Oct. 27, 2015 – Oct. 27, 2019
Project	Site：Department of Clinical Care and Diagnostic 
Services, Ministry of Health
Expert：Eiichi Shimizu, Chief Advisor
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した。DSAP ガイドラインを作成し、保健大臣の署名入りで保
健省に承認された政策文書となりました。その後、3 年間の
DSAP 2019-2021 計画も対象 4 郡により作られ、プロジェクト
もその優先的活動を支援してきました。活動を通じ、DSAP ツー
ルはさらに進化し、プロジェクト終了時には既存の国家保健
計画策定ハンドブックに組み込まれ、改訂されるまでに至り
ました。 保健省ウェブサイトに DSAP の手順書として掲載さ
れたことにより、今後はプロジェクト対象郡を超えて全国で広
く活用されることが期待されています。 その他、プロジェク
トで得られた知見は（下記リストを参照）、可能な限り保健省
ウェブサイトに掲載されるよう保健省側と調整を行いました。 
後継案件に関しては、「ルサカ郡一次レベル病院運営管理能力
強化プロジェクト」が検討されており、2020 年度には事業実
施に向けた詳細計画策定調査が予定されています。
 
ザンビア保健省に承認された成果品リスト

（ザンビア保健省ウェブサイトに掲載されています）

1. BHC for UHC Project Report of Baseline Survey, 2016 
2. Guideline for the District Specific Activity Plan (DSAP), 

2018 
3. Zambia National Maternal and Neonatal Services Referral 

Guidelines, 2018 
4. Action Planning Handbook for District Health Offices, 

2019 
5. Action Planning Handbook for Health Centres, Health 

Posts, and Communities, 2019 
6. Training Material for Postpartum Haemorrhage (PPH) 

Management, 2019 
7. Training Material for Cardio-Vascular Disease (CVD) and 

Diabetes Mellitus (DM) Integration Management, 2019 
8. Protocol for Sample Referral and Diagnostic System for 

Tuberculosis, 2018 
9. Motorbike Maintenance Plan for Choma and Kalomo 

District Health Offices, 2017 
10. Study on the Unit Cost of Health Services Provided at 

Hospitals and Health Centres in Lusaka and Southern 
Provinces, 2018 

11. Situation Analysis of Service Provision for Cardio-Vascular 
Disease and Diabetes Mellitus in Chongwe District, 2018 

12. Situation Analysis of Referral System for Maternal 
Conditions and Neonatal Conditions in Lusaka, 2019 

13. Study on TB Sputum Sample Referral System in Choma 
and Kalomo Districts, Southern Province, 2019 

Minister. Subsequently, a three-year DSAP 2019-2021 
plan was created in each target District where the project 
supported its implementation. The DSAP tools have evolved 
further and were incorporated into the existing national 
action planning handbook at the end of the project. Since 
the revised handbook was posted on the Ministry website, 
it is expected that it will be widely used nationwide beyond 
the target Districts of the project. 

In addition, knowledge obtained through the project (see 
the list of Japanese part) was posted on the Ministry website 
incorporating as many deliverables as possible for easy 
access to all who need it. The “Project for Strengthening 
Management Capacity of the First Level Hospital in Lusaka 
District” is being considered as a follow up project. A 
detailed project formulation study will be conducted in fiscal 
2020.

国家保健計画策定会議、ルサカ市
Annual national health planning launch, Lusaka

本邦研修「UHC 達成における日本の経験」、岡山県
Training covering “Japan’s experience in achieving UHC,” in Okayama
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セネガル共和国 / Republic of Senegal

JICA	保健行政アドバイザー
JICA	Technical	Advisor,	Cabinet	of	the	Ministry	of	Health	and	Social	Action

　大臣官房技術顧問の主要な役割は、セネガル保健・社会活
動省の政策、戦略、活動計画に基づき、保健システムを強化
し UHC 達成に資するための技術支援を行うことです。これま
で主に NCGM から派遣され、初代から数えて小職が 6 代目に
なります。 

　上記目的を達成するため、主に以下の活動を行っています。   
1.	 JICA 案件支援：JICA の保健案件について技術的な助言指

導が行われるとともに、案件成果に関するセネガル保健
省での法令化・政策化に対する支援や、近隣諸国・仏語
圏アフリカ諸国への成果波及のための支援が行われる。 

2.	 JICA 以外の日本の公的・民間セクターの協力・活動促進：
セネガルにおける JICA 以外の日本の公的・民間セクター
の保健医療協力・活動の実施促進および技術的な助言指
導が行われる。 

3.	 パートナー協調：日本・JICA の保健医療協力の実績がパー
トナー会合の場において広く発信され、他パートナーか
らの理解が促進されるとともに、他パートナーの支援動
向が把握され JICA の協力にかかる助言指導に活用され
る。 

4.	 政策策定・実施支援：保健・社会活動省の様々な政策策
定および実施プロセスにおいて、日本の経験・教訓や世
界的な動向に基づき、技術的な助言指導がなされる。 

5.	 中長期的な政策課題の抽出：セネガルの保健分野におけ
る中長期的な課題について情報収集がなされ、対応策に
ついて提言がなされる。 

 
　2019 年度の主な活動は以下の通りです。 
1. NCD 支援の足がかりとして、子宮頚がん早期発見のため

の取り組みとして、母子保健の作業手順書の改定（子宮
頸がん・乳がんの早期発見・対応に関する部分を統合）ワー
クショップの実施、およびティエス州をパイロットとした
研修および研修後のフォローアップ、コミュニティーで
の啓発活動のための教材の開発を支援しました。

2. 他の仏語圏アフリカ諸国を含めた新規の広域案件「看護
師・助産師の初期教育の実習の質改善」の立ち上げ前の
詳細計画調査を支援しました。 

協力期間：2017 年 7 月 26 日～ 2020 年 7 月 25 日 
プロジェクトサイト：セネガル保健・社会活動省 
専門家：大臣官房技術顧問　江上 由里子

The main role of a technical advisor is to provide technical 
support in order to improve health care systems and achieve 
UHC in line with the health development strategy and 
national plan of Senegal. 

Primary tasks to achieve this objective are as follows:  
1. JICA Project Support: Provision of technical advice on 

health projects in the JICA, and support for legalization 
and policy making in the Senegal Ministry of Health 
regarding project results, and the dissemination of 
results to neighboring countries and French-speaking 
African countries. 

2. Promotion of cooperation and activities together with 
Japanese public and private sectors other than the 
JICA: Promotion of the implementation of health care 
cooperation and activities together with the public and 
private sectors of Japanese other than the JICA in Senegal 
and the provision of technical advice and guidance. 

3. Partner coordination: To widely disseminate the 
achievements of health care cooperation between 
Japan and the JICA at partner meetings in order to 
promote further understanding among other partners 
and to further understand trends in support from 
other partners. This can be used to provide advice and 
guidance in relation to cooperation from the JICA. 

4. Policy formulation and implementation support: To 
provide technical advice and guidance based on Japan's 
experiences, lessons and global trends in the various 
policy formulation and implementation processes of 
the Ministry of Health. 

5. Identify medium- and long-term policy issues: To collect 
information on medium- and long-term issues in the 
health sector in Senegal, and make recommendations 
in regards to countermeasures. 

 
Primary activities this year are as follows:   
1. As a stepping stone for future NCD support, the author 

Project	Period：July 26, 2017 - July 25, 2020
Project	Site：Ministry of Health and Social Action of 
the Republic of Senegal
Expert：Yuriko Egami, Technical Advisor, 
Cabinet of the Ministry of Health and Social Action
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3. 医療機材メンテナンスおよび病院管理に関する技術支援
の要請書を、関係部署と協力して策定しました。

4. 国家保健人材計画策定の一環として初期研修・継続研修
の課題分析のワークショップを支援しました。

5. 「母子保健改善プロジェクト第 3 フェーズ」開始までのト
ランジット期間での活動として見返り資金による研修実
施のフォローアップ支援を行いました。また第 3 フェー
ズ開始に必要な支援を行いました。 

6. 「保健システム強化プロジェクト第２フェーズ」「コミュ
ニティー健康保険制度および無料医療制度能力強化プロ
ジェクト」のフォローを行いました。 

7. NCD 支援を軸としたプロジェクトの枠組みを策定中です。

supported implementation of a  workshop to revise 
the work procedure manual for maternal and child 
health (incorporating procedures for early detection 
and response to cervical cancer and breast cancer), 
conducted training for health providers in the pilot 
region, made follow-up visits following completion 
of the training and helped to develop educational 
materials to provide this information to the community.

2. Supported a detailed planning survey before the launch 
of a new project "Improving the quality of practical 
training in initial education for nurses and midwives" 
that also targets other Francophone African countries.

3. Assisted in formulating a request for technical 
assistance regarding the maintenance of medical 
equipment and hospital management in cooperation 
with relevant departments.

4. Supported a workshop on problem analysis of initial 
and continuous training as part of the formulation 
of the National development plan for the human 
resources for health.

5. As part of activities during the transitional period up 
until the beginning of the "Mother and Child Health 
Improvement Project Phase 3", the author provided 
support in implementing training using counterpart 
funds. We also provided the necessary support to start 
phase 3.

6. Provided backup support for "Phase 2 of the health 
system strengthening project" and "Project to 
strengthen the capacity of the community health 
insurance system and the free health care system".

7. Project framework on possible NCD support is under 
development.
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JICA	母子保健サービス改善プロジェクト	フェーズ３
JICA	Project	for	Reinforcement	of	Maternal	and	Newborn	Healthcare	in	Senegal	Phase	3	
(PRESSMN3)	

　セネガルの 2017 年における妊産婦死亡率は 236（出生 
10 万あたり）、新生児死亡率は 28（出生 1,000 あたり）、5 
歳未満児死亡率は 56（出生 1,000 あたり）となっており

（Continuous Demographic Health Survey 2017）、持続可能
な開発目標（SDGs）の目標値（それぞれ 70、 12、25）と大
きな隔たりがあります。この状況に対し、セネガル保健社会
活動省（以下、保健省）は「国家保健社会開発計画（2019
～ 2028 年）」の 戦略のひとつ「保健医療・ 社会サービス提
供の改善」の中で、これら死亡率の減少に向けた、母子の健
康状況の改善を目標としています。当国では大統領主導の
もと SDGs の一つであるユニバーサル・ ヘルス・カバレッジ

（UHC）の達成に向けた取り組みが進められており、保健省
の掲げる目標を支えています。
　国立国際医療研究センター（NCGM）は独立行政法人国際
協力機構（JICA）に協力し、当国における母子保健サービス
の質を向上させるため、長年に渡り技術的支援に携わってき
ました。2005 年の母子保健指標を振り返ると（Continuous 
Demographic Health Survey 2005）、妊産婦死亡率は 401（出
生 10 万あたり）、新生児死亡率は 36（出生 1,000 あたり）、
５歳児未満死亡率は 121（出生 1,000 あたり）であり、特に
農村部のタンバクンダ州とケドゥグ州では全国平均に比べて
高く（それぞれ 735、56、200）、母子保健状況の改善が必
要でした。そこで NCGM は、2009 年から 2011 年にかけて
タンバクンダ州とケドゥグ州で実施された JICA 技術協力プ
ロジェクト（フェーズ 1）を通じて、専門職が希少な農村部
においても保健医療施設・行 政・コミュニティの協働によっ
て実践可能な「妊産婦・新生児が尊重されたケア」を重視し
た母子保健サービスの質改善を支援しました。続いてこれを
全国展開したフェーズ２にも、2012 年から 2018 年にかけ
て NCGM から専門家を派遣しました。
　これまでの支援対象は一次・二次レベル の保健医療施設
に限られており、レファラル体制の頂点として大きな影響力
を持 ち、専門職育成における主たる臨床実習の場でもある
三次レベルの病院は対象外でした。母子の死亡率削減に向け、
全国展開を加速するためには、各州の州医務局を中心に、病
院や州保健研修センター、大学（医学部や看護・助産学部）

協力期間：2019 年 10 月 30 日 - 2024 年 10 月 29 日
事業実施体制：保健社会活動省　保健総局（母子保健局）
プロジェクトサイト：全国 14 州（ティエス州・タンバクンダ州・
ジガンショール州・サンルイ州の 4 州を直接介入州とする）
専門家：保健医療行政／看護助産教育　菊地 紘子

According to the Continuous Demographic Health Survey 
2017 for Senegal, the maternal mortality ratio in Senegal was 
estimated to be 236 per 100,000 live births. Although the 
neonatal mortality rate was 28 in 1,000 births, the under-five 
mortality rate was 56 per 1,000 live births. There is a large gap 
between the Sustainable Development Goal (SDGs) targets 
(70, 12 and 25 respectively). In response to this situation, the 
Ministry of Health and Social Action of Senegal ("Ministry of 
Health"), in one of the strategies of the National Health and 
Social Development Plan 2019-2028, "Improving health and 
social service delivery", has set a target to improve the health 
situation of mothers and children, with a view to reducing 
these mortality rates. Efforts to achieve Universal Health 
Coverage (UHC), one of the SDGs, are underway under the 
President’s leadership and we are supporting the goals set 
forth by the Ministry of Health.

The National Center for Global Health and Medicine 
(NCGM), in cooperation with the Japan International 
Cooperation Agency (JICA), has been involved in providing 
technical support to improve the quality of maternal and 
child health services in the country for many years. Looking 
back at the maternal and child health indicators for 2005 
(Continuous Demographic Health Survey 2005), the maternal 
mortality ratio was estimated to be 401 for 100,000 births, the 
neonatal mortality rate was 36 in 1,000 births, and the under-
five mortality rate was 121 per 1,000 live births, particularly in 
the rural areas of Tambacounda and Kedougou, higher than 
the national average (735, 56, and 200, respectively), and the 
maternal and child health situation needed to be improved. 
Through the JICA Technical Cooperation Project (Phase 1) 
implemented in the Tambacounda and Kedougou regions 
from 2009 to 2011, the NCGM provided support to improve 
the quality of maternal and neonatal health services with an 
emphasis on "respectful maternal and neonatal care", which 
can be practiced through the collaboration of health facilities, 
administrators and communities, even in rural areas where 
professionals are scarce. Phase 2, which was followed by a 
national rollout of this, also included an expert from the NCGM 

Project	Period：October 30, 2019 –October 29, 2024
Implementing	Agency:Department of Maternal and Child 
Health (DSME), Ministry of Health and Social Action (MSAS)
Project	Site:All 14 Regions in Senegal (4 target regions: 
Tambacounda, Thies, Saint-Louis and Ziguinchor)
Expert：Hiroko Kikuchi, Health administration/ Nursing and 
midwifery education Expert
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from 2012 to 2018.
Until now, support has been limited to primary and 

secondary level health care facilities, and tertiary level hospitals, 
which have great influence as top of the referral system and 
serve as the main place for clinical training for professional 
development, have been excluded. In order to accelerate 
national rollout to reduce maternal and child mortality, it is 
necessary to establish local points, led by regional medical 
offices in each region, in collaboration with hospitals, regional 
training centers for health workforce (CRFS), and universities 
(medical schools and schools of nursing and midwifery).

The project aims to disseminate "respectful maternal and 
neonatal care " across the country by; (1) strengthening the 
capacity of the Ministry of Health on accelerating nationwide 
scaling-up ; (2) strengthening the coordinating capacity 
of regional medical offices on the scaling-up  of direct 
intervention regions, and; (3) strengthening the capacity 
of hospitals in direct intervention regions on practice and 
education.

The following activities were performed during 2019, the first 
year of the project:
1.	 Related	work	associated	with	the	start	of	the	project
We paid a courtesy visit to the Permanent Secretary of the 
Ministry of Health, the Director General of the Maternal and 
Child Health Bureau, the Head of the Maternal and Neonatal 
Division, the Embassy of Japan in Senegal, and other relevant 
organizations to brief them on the project, obtain their 
understanding, and reaffirm their agreement on the PRESSMN 
Philosophy1. The annual plan and proposed budget were met 
with the Director of the Maternal and Child Health Bureau, 
Maternal and Neonatal Division and Division staff and agreed 
upon on December 30, 2019.
2.	 Situation	Analysis	and	Survey	(Outcomes	1	-	3)
The survey was conducted in three steps to learn about the 
current situation and challenges faced by the stakeholders 
in each facility involved in the project, including the regional 
medical offices, hospitals, universities, and the regional training 
center for health personnel, and to obtain ideas to overcome 
these challenges and improve working environments.

と連携しながら、地方拠点を確立する必要があります。
　フェーズ 3 では、「妊産婦・新生児が尊重されたケア」に
ついて、①全国展開の加速化に関する保健省の能力強化、②
直接介入州の展開に関する州医務局の調整能力強化、③直接
介入州の病院の実践・教育に関する能力強化、を実施するこ
とにより、「妊産婦・新生児が尊重されたケア」の全国普及
を図ります。

　プロジェクトは 10 月に開始し、初年度となる 2019 年度
は以下の活動を行いました。
1.	 プロジェクト開始に伴う関連業務
　保健省事務次官、母子保健局局長、母新生児課課長、在
セネガル日本国大使館等、各関係機関へ表敬訪問してプ
ロジェクトについての説明を行い、理解を得るとともに、
PRESSMN フィロソフィー１に関して改めて合意を確認しま
した。年間計画および予算案について、母子保健局局長・母
子新生児課長・課員とすり合わせし、2019 年 12 月 30 日に
合意しました。
2.	 現状分析調査（成果１〜３）
　州医務局、病院、大学、州保健人材養成センターなど、プ
ロジェクトに関わる各施設の関係者の現状や抱える課題を知
り、その課題解決策や職務環境改善のためのアイディアを得
るために、3 段階に分けて調査を行いました。
準備段階：中央省庁である母子保健局母子新生児課課長・課
員から、フェーズ 1・２での関わりやフェーズ 3 の展望等を
聴取しました。各人のプロジェクトでの役割の認識や積極的
な姿勢を確認することができました。
第 1 段階：直接介入をする４州の州医務局、病院、州保健
研修センター、大学、フェーズ２で介入した保健センターに
インタビューを実施し、州の特徴や周産期医療の現状、フェー
ズ 1・2 での関わり、フェーズ 3 への展望等、現場の情報を
聴取しました。プロジェクトの活動に賛同が得られ、州につ
いては州医務局長、保健区については保健センター長（保健
区医務局長兼）より、年間活動計画の中に本プロジェクトの
医療従事者研修予定を入れ込むことに了承を得ました。
　また、病院、フェーズ２で介入した保健センターを視察
し、勤務中のスタッフや来院中の妊産婦と意見交換を行いま
した。フェーズ 2 介入施設では、スタッフや妊産婦にとっ

1. PRESSMN フィロソフィー：PRESSMN モデルは、最高の健康状態を享受す
るための母親・新生児・その家族への敬意を中心とする質の高いケアを支
援し、発展させるための包括的な仕組みである。

1. The PRESSMN philosophy: The PRESSMN model is a comprehensive 
mechanism for support and development of quality care centered on the 
respects for a mother, the newborn and their family to achieve the best 
health outcomes.
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て満足度の高いケアが行われていることがわかりました。病
院においては、搬送例や異常分娩が多いため、正常分娩を取
り扱う保健センターや保健ポストへの介入内容ではなく、病
院の現状に合わせて「妊産婦・新生児が尊重されたケア」の
介入内容を修正する必要があることが確認できました。
第 2 段階：直接介入州の三次レベル病院に勤務する助産師
及び産婦人科医を対象に、病院でのケアを改善するために必
要な要素及び必要な研修内容、個々人の今後の展望などを、
質問紙を用いてインタビューしました。また、分娩業務に関
わる助産師への観察ツールを用いた観察調査を実施しまし
た。その結果、病院では異常分娩や搬送例が多く、対応に追
われているほか、通常ルーティンとして行われている医療行
為や助産ケアの中で、不必要なケアが散見されました。詳細
は分析中で、結果を 2020 年度に行う拡大ワーキングセミナー
に反映させる予定です。

Preparatory	STEP:	A member of the Maternal and Neonatal 
Division of the Maternal and Child Health Bureau, a central 
ministry, provided information on the involvement in Phases 
1 and 2 and the outlook for Phase 3. We were able to confirm 
each person's recognition of their role in the project and their 
positive attitude.
STEP	I:	Four direct intervention regions were visited and 
stakeholder interviews were conducted. Interviews were 
conducted with regional medical offices, hospitals, regional 
training centers for health personnel, universities, and health 
centers that intervened in Phase 2 to obtain information on the 
ground, including characteristics of the region, the situation 
surrounding perinatal care, involvement in Phases 1 and 2, and 
prospects for Phase 3. Project activities were endorsed, and 
the regional medical director for the region and the health 
center director for the health district (who also serves as the 
health district medical director) agreed to include the project's 
training schedule for health care workers in the annual activity 
plan. 

We also toured the hospital and Phase 2 Interventional 
Health Center and exchanged opinions with staff and 
pregnant women visiting the hospital. Phase 2 intervention 
sites were found to provide satisfactory care for staff and 
expectant mothers. In hospitals, there are a large number of 
transportation cases and abnormal deliveries. It was confirmed 
that it is necessary to modify the content of the "maternal 
and neonatal respectful care" interventions to match the 
current situation in hospitals, rather than the content of the 
interventions for health centers and health posts that handle 
normal deliveries.
STEP	2: Midwives, obstetricians and gynecologists working in 
tertiary level hospitals in the direct intervention regions were 
interviewed using a questionnaire about the elements needed 
to improve care in the hospitals, the training required, and 
the future prospects of each individual. We also conducted an 
observation survey using an observation tool with midwives 
working in delivery rooms. As a result, hospitals were busy 
with a large number of abnormal deliveries and transportation 
cases, as well as unnecessary care within the normal routine 
of medical and midwifery care. The details are being analyzed 
and the results will be reflected in the expansion working 
seminar to be held in fiscal 2020. 

タンバクンダ州医務局　州医務局長へインタビュー
Tambacounda Medical Region Office, Interview with Regional Medical 
Director by national staff (©PRESSMN)

ジャンケマカ保健センター　PRESSMN フェーズ２介入施設
Dianke Makha Health Center, Intervention from PRESSMN phase 2 
(©PRESSMN)
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国際医療協力局には、局員のキャリアパスの一環として国
内国外機関への出向があります。目的は、出向する局員の経
験により異なります。国際機関へは、競争的なポジションに
就き、専門性を高めて実績を積み、その分野の人脈ネットワー
ク作りや後進のロールモデルとなることを主な目的としてお
り、WHO 等の国際機関への出向があります。

国内では、低資源国などで現場経験を積んだ局員が世界的
に課題となる疾患の状況や対策について知り、適切な意見出
しや必要な調整業務を行うことを目的として、厚生労働省（大
臣官房国際課）への出向を継続しています。また、若手局員
には、地方行政経験を積むために岡山県保健福祉部への出向
の機会があります。

As a step for the professional career of working in the field 
of global health, our staff are sent to work at international 
organizations, administrative offices at the ministry, 
prefecture and municipality level, and universities. At 
international organizations, e.g. WHO, after being given 
a post through a competitive process, staff are expected 
to have a professional career, to network with other 
professionals and to be a role model for our younger staff.  
Those who already have years of field experience are sent 
to Japan’s Ministry of Health, Labor and Welfare to deepen 
the understanding of the global health agenda and have 
experience on policy implementation of global health by the 
Japanese government.  Younger staff are sent to the health 
department of the local government to acquire experience 
in administrative management.

世界保健機関（WHO）本部
World	Health	Organization	/	Headquarters

　がん対策に関連して、世界保健総会決議 70.12「統合的ア
プローチに即したがんの予防と管理」および、子宮頸がん排
除イニシアチブのもと、2019 年 4 ～ 7 月にかけて以下の業
務を実施しました。 
• 子宮頸がん管理に関するテクニカルパッケージの作成

支援
• 国家がん対策計画ロードマップの作成支援
• 病理検査室設置ガイドの作成支援
• がんに関する世界報告書の原案作成支援

出向期間：		2018 年 7 月 16 日～ 2019 年 7 月 19 日
活動地：ジュネーブ（スイス）
対象国：WHO 加盟国
専門家：非感染性疾患管理部門　コンサルタント　春山 怜

Under the WHA resolution 70.12 “Cancer prevention and 
control in the context of an integrated approach” and 
WHO Cervical Cancer Elimination Initiative, Rei Haruyama 
supported and conducted the following activities between 
April and July 2019:  
• Drafting of the technical package for the management 

of invasive cervical cancer 
• Drafting of the Roadmap towards a National Cancer 

Control Programme
• Drafting and finalization of the Guide for Establishing a 

Pathology Laboratory
• Drafting of the WHO Report on Cancer 

Project	Period：		July 16, 2018 – July 19, 2019
Project	Site：Geneva, Switzerland
Expert：Rei Haruyama, Management of Noncommunicable 
Disease Unit / Consultant, Cancer Control

国際機関・国内機関への出向
Deployment	to	International	Organizations	and	Domestic	Organizations
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　国際医療協力局では、2000（平成 12）年より厚生労働省
大臣官房国際課に毎年 1 名の出向者を出しています。世界保
健機関（WHO）の総会や執行理事会、世界保健機関西太平
洋地域委員会、国連合同エイズ計画 (UNAIDS）の事業調整
理事会をはじめ、国際機関のガバナンス会合への参加及びそ
の準備を行っています。特に 2019 年度は、ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ（UHC）に関連するイベントが多く開催
され、ニューヨークで開催された国連 UHC ハイレベル会合、
大阪で開催された UHC ファイナンスに関する G20 財務大臣・
保健大臣合同セッション、岡山で開催された G20 保健大臣
会合、タイで開催されたマヒドン王子記念賞会議（PMAC）
2020/UHC フォーラム 2020 の準備とプレナリーの運営を行
いました。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
日本政府と WHO 本部や WHO 西太平洋地域事務局（WPRO）
との情報交換の調整、G7, G20 や日中韓等多国間の大臣級に
よる新型コロナウイルスに関する特別テレビ会議の準備や運
営を行いました。

出向期間：	① 2018 年 9 月 1 日～ 2019 年 8 月 31 日
　　　　　② 2019 年 8 月 26 日～
出向者：①法月 正太郎
　　　　②横堀 雄太

厚生労働省大臣官房国際課
International	Affairs	Division,	Ministry	of	Health,	Labour	and	Welfare,	Japan		

Period：① September 1, 2018 - August 31, 2019
　　　　② August 26, 2019 -
Staff：		① Masataro Norizuki 

② Yokobori Yuta

Each year, the Bureau of International Health Cooperation 
has assigned one member of staff to the International 
Affairs Division of the Ministry of Health, Labour and Welfare 
(MHLW), Japan since the year 2000. The responsibilities of 
this position are as follows: attendance at and preparation 
for governing body meetings of international organizations, 
including the World Health Assembly (WHA), Executive 
Board (EB) Meeting of the World Health Organization (WHO), 
Western Pacific Regional Committee and the Programme 
Coordinating Board (PCB) of the Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). In FY2019 in particular, 
there were a number of Universal Health Coverage (UHC) 
related high-level meetings, including UN General Assembly 
High Level Meeting on UHC in New York, Joint session of 
the G20 Finance and Health Ministers for UHC Finance in 
Osaka, and the G20 Okayama Health Ministers’ Meeting in 
Okayama. In addition, staff played a key role in arranging a 
plenary session for the Prince Mahidol Award Conference 
(PMAC) 2020/UHC Forum 2020. Besides these tasks, since 
the emergence of the COVID-19 outbreak, staff have also 
worked to coordinate the sharing of information between 
the Japanese Government and the WHO HQ and WPRO 
(Western Pacific Region) on COVID-19 and ministerial virtual 
meetings of G7, G20 and Japan-China-Korea to strengthen 
solidarity and cooperation to fight COVID-19. 厚生労働省国際課 WHO 班のメンバーと国際連合ジュネーブ事務局にて

WHO focal point members from the International Affairs Division, MHLW 
Japan at the United Nations Office in Geneva, UNOG

横堀医師による第 72 回世界保健総会における日本代表団としての発言
Dr. Yokobori’s intervention as part of the Japanese delegation at the 
72nd World Health Assembly

法月医師による第 6 回 UHC パートナーシップ技術会合における日本代
表としての発表
Dr Norizuki’s presentation as a representative of the MHLW at the 6th 
Annual Technical Meeting of the UHC Partnership
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　国際医療協力局が実施する開発途上国での活動は、相手国
政府の保健省をパートナーとする事が多く、日本国内での行
政経験は非常に有益な知見となります。そのため、厚生労働
省や地方行政を司る現場への出向や、研修として人材を出し
ています。筆者は、厚生労働省医政局看護課において 8 か
月間、研修として看護行政に携わりました。看護課では、「保
健師助産師看護師法」と「看護師等の人材確保の促進に関す
る法律」に基づき、看護基礎教育、試験・免許、看護職員の
需給・定着促進・復職支援・要請促進、EPA（経済連携協定）
に基づく外国人看護師候補者の受入れ、看護職員研修、特定
行為に係る看護師の研修制度などを所轄業務としています。
それらの業務の中、筆者は主に外国人関連業務を担当し、国
内看護行政を経験しました。多くの開発途上国でも、看護職
の需要と共に質の向上が求められており、看護課での経験は、
その後の開発途上国での活動に活かされることになります。

研修期間：	2019 年 4 月 1 日～ 2019 年 11 月 30 日
研修者：宮﨑 一起

厚生労働省医政局看護課
Nursing	Division,	Health	Policy	Bureau,	Ministry	of	Health,	Labour	and	Welfare	

Period：April 1, 2019 - November 30, 2019
Staff：	Kazuki Miyazaki

The activities of the Bureau of International Health 
Cooperation in developing countries often involve 
partnering with the Ministry of Health of the government 
therefore administrative experience in Japan is very useful. 
For this reason, the Bureau sends staff to the Ministry of 
Health, Labor and Welfare (MHLW) and local governments 
for training and dispatch. The author trained in nursing 
administration for eight months in the Nursing Division, 
Health Policy Bureau, MHLW. The Nursing Division is 
responsible for basic nursing education, testing and 
licensing, promotion of supply and demand, acceptance 
of foreign nurse candidates, training system for nurses etc. 
based on the Act on Public Health Nurses, Midwives, and 
Nurses and the Act on Assurance of Work Forces of Nurses 
and Other Medical Experts. The author was mainly in charge 
of foreigner-related duties and involved in domestic nursing 
administration. In many developing countries, the need 
to improve the quality of the nursing workforce grows 
in line with the demand for it. The training experience in 
the Nursing Division is utilized in activities in developing 
countries.

厚生労働省医政局看護課 Facebook より
Source: Facebook (Nursing Division, MHLW)

Nursing Now キャンペーン発足式（2019 年 5 月）
Launching ceremony of the Nursing Now Campaign in Japan (May, 2019)
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　日本国の医療製品の法規制当局の一員として 2019 年 10
月から以下の業務を実施しました。 
• 日本の医療製品の国家規制当局（NRA）としての検査

キットを含む体外診断薬の審査関連業務
• WHO の事前認証部門と PMDA の審査部門及び厚生労働

省関連部門を橋渡しする国際業務
• 厚生労働省（厚生労働省）が PMDA に依頼した新型コ

ロナ対策関連業務

出向期間：	2019 年 10 月 1 日～ 2020 年 9 月 30 日
活動地：東京
出向者：医療機器ユニット 体外診断薬審査室 主任専門員

（審査相談担当）橋本 尚文

独立行政法人	医薬品医療機器総合機構（PMDA）本部
Pharmaceuticals	and	Medical	Devices	Agency	(PMDA)	Headquarters	

Period：October 1, 2019 – September 30, 2020
Site:	Tokyo, Japan
Staff：		Naofumi Hashimoto, Principal Reviewer, Office of In 
Vitro Diagnostics Medical Device Unit l 

As a member of the national regulatory authority for medical 
products in Japan, I performed the following tasks since 
October 2019.
• Assisting assessment related to in vitro diagnostic 

reagents and test kits as a national regulatory authority 
(NRA) for medical products in Japan.

• Conducting international operations bridging the WHO 
pre-certification teams, PMDA generic medicines & 
vaccines departments and a MHLW related department.

• Engaging in COVID-19 SARS-CoV-2 countermeasure 
related works asked to the PMDA through the Ministry 
of Health, Labor and Welfare (MHLW).
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東日本大震災における東松島市への復興支援活動
The	Great	East	Japan	Earthquake	Disaster	Reconstruction	Support	Activities	in	Higashi-Matsushima

　東松島市側の要請により、2019 年度も復興支援活動を継
続することになりました。前年度と同様、東松島市が宮城
県から予算を獲得し、東松島市から NCGM 職員の旅費や宿
泊費が、年６回分、各回１名分を NCGM に対して支払われ
る形で、加えて 1 ～ 2 名の局員をサポートメンバーとして
NCGM 費用で派遣し、活動を行いました。なお、東松島側
の体制も変わりましたが、従来の健康推進課に加えて福祉課
の高齢介護部門への支援も実施しました。　
　具体的には、東松島市での本年度の主な活動は以下の通り
です。
1. 東松島市保健師・栄養士定例会での助言 
2. 健康推進課の災害後 10 年の報告書作成支援と関連する

研修実施支援　 
活動成果
　1. については、ほぼ隔月で東松島市に訪問し、定例会議に
出席する中で、会議の運営等に関する助言を行いました。2. に
ついては、東日本大震災後 1 年目の報告書作成について支
援を行いましたが、今回、定例会議で災害後 10 年の報告書
を作りたいという希望が表明され、また、昨年行われた災害
訓練で、東日本大震災を知らない新入職員の中で、自主的に
動けないといった問題が出てきたため、その人たち向けの研
修会も併せて行いたいという希望が出されました。こうした
ことから、新人研修も含めた経験共有の場を設け、その記録
を災害後 10 年の報告書作成やイベント開催などに役立てる
という目的で、計画、実施、記録を支援しました。2021 年
度には、大震災後 10 年の記念イベントの計画もあることか
ら、NCGM には引き続き支援してほしいという要望が寄せ
られました。

期間：2019 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日
（2011 年 7 月 1 日より継続中） 
活動地：宮城県東松島市
専門家：アドバイザー　明石 秀親、藤田 雅美　他

In fiscal 2019, support activities of the National Center for 
Global Health and Medicine (NCGM) for Higashi Matsushima 
City Hall continued upon the request of Higashi Matsushima 
City. This year, Higashi Matsushima City also paid for the 
NCGM support costs based on Miyagi prefecture’s support 
budget allocated to the reconstruction of disaster affected 
areas, including Higashi Matsushima City in the wake of the 
Great East Japan Earthquake and Tsunami. Based on this 
budget, the NCGM is sending staff to Higashi Matsushima 
five times a year and additionally one to two staff as support 
members from our own budget. NCGM support areas 
include providing assistance to the Long-term Care for the 
Elderly Team in the Welfare Division in addition to the Health 
Promotion Division in the Higashi Matsushima Yamoto 
Public Health Center.

Activities of the NCGM in Higashi Matsushima City include 
the following components:
1. Providing advice in regular meetings of public health 

nurses and nutritionists of the Health Promotion 
Division in Higashi Matsushima City

2. Supporting preparation of “The 10th Year Report after 
Great East Japan Earthquake and Tsunami, Higashi 
Matsushima City” and implementation of related 
training sessions  

Results
1. The NCGM is dispatching staff almost once every two 

months to the Yamoto Public Health Center in Higashi 
Matsushima City to provide advice and support by 
attending regular meetings of public health nurses 
and nutritionists in the Health Promotion Division. 

2. The NCGM provided support to create “The 1st Year 
Report after the Great East Japan Earthquake and 
Tsunami, Higashi Matsushima City”. On this occasion, 
staff of Public Health Center of Higashi Matsushima 
City wanted to create “The 10th Year Report”, and 
senior staff who experienced the Disaster recognized 
that new staff were just waiting for orders from senior 
staff. As a result, senior staff decided to start training 
sessions for junior staff to learn from the experience 
of their more senior counterparts. The NCGM is 
providing support to plan, implement, and record 
these training sessions to make the Report, and other 
special events for the 10-Year Memorial in 2021. In 
this context, Higashi Matsushima City requested that 
we continue to provide support up until this time. 

Period：Apr. 1, 2019 - Mar. 31, 2020
（Continuing from July 1, 2011）
Site：Higashi-Matsushima City, Miyagi, Japan
Expert：Hidechika Akashi, Masami Fujita, Advisor, and others
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