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カンボジア王国 /Kingdom of Cambodia

JICA カンボジア助産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト
JICA Cambodia Project for Improving Maternal and Newborn Care through Midwifery Capacity Development

　 カ ン ボ ジ ア は、 ” Fast Track Initiative Road Map for 
Reducing Maternal & Newborn Mortality 2010 ‒ 2015 ” を策
定し、妊産婦と新生児の健康改善のためにさまざまな取り
組みを実施しました。妊産婦死亡率は 170/10 万出生と目標
値 250 を達成し、新生児死亡率は 22/1000 出生と劇的に改
善していますが、周辺諸国と比較するとさらに改善の余地が
あります。カンボジア保健省は、全国の病院・保健所に助産
師を配置して、施設での安全な分娩を推進し、施設分娩率
83%、訓練を受けた医療従事者による介助の分娩 89%を達
成しています。

　カンボジア国立母子保健センター （NMCHC）は同国を代
表する母子病院であるとともに、母子保健人材の中心的な研
修機関です。これまでも多くの母子保健関係の研修を実施し
てきましたが、国立母子保健センターのみでは全国の研修の
ニーズに対応できません。学生の臨床実習で助産師のよりよ
い助産ケアを見ながら学べるよう、また、学校を卒業した助
産師が、配属された保健所や病院で自信をもって出産介助す
ることができるよう、地域中核病院で質の高い研修を提供す
る体制が必要です。こうした背景から、助産師の卒前・卒後
研修で臨床実習先となる地方中核病院において助産研修が可
能となるために研修システムを構築する技術協力プロジェク
トがカンボジア政府により要請され、2010 年 3 月から 5年
6カ月間、本プロジェクトを実施してきました。

　コンポンチャム地域をモデル地域とし、地域内のリファラ
ル病院・保健所の助産師を対象とした産科緊急ケアをはじめ
とする質の高い研修をコンポンチャム州病院で実施できるた
めに、NMCHC の研修部が支援しながら州病院で研修体制を
構築しました。さらに、「根拠に基づく質の高い助産ケア」
を推進しました。質の高い臨床技術、科学的根拠、クライエ
ントの状態を考慮し、ケア提供者がそれぞれの妊産婦に寄り
添い、個々の妊産婦の身体的・精神的な状況に心を配りつつ、
お産の進行を注意深く見守って妊産婦を支え励ますことを大
切にします。そうした適切な助産アセスメントとそこから判
断される必要な助産ケアを提供する姿勢をもった助産師が育
成される体制を残してプロジェクトを終了しました。

協力期間：2010 年 3 月 1日 ～ 2015 年 8 月 31 日
プロジェクトサイト：プノンペン、コンポンチャム州、
コンポントム州、プレイヴェン州、スヴァイリェン州
専門家：チーフアドバイザー　江上由里子

   Seeking to improve maternal and neonatal care in 
Cambodia, the Government of Cambodia has developed 
the “Fast-Track Initiative Road Map for Reducing Maternal & 
Neonatal Mortality 2010-2015”. The Ministry of Health could 
allocate midwives to all health centers and hospitals in 
Cambodia to assist in safe deliveries at the health facilities. 
Cambodia has achieved its Millennium Development Goal 
(MDG) for Maternal Mortality Rate (MMR) as indicated in the 
170/100,000 LB, and also its Neonatal Mortality Rate (NMR) 
has decreased to 22/1,000 LB.
   The National Maternal and Child Health Center (NMCHC) 
is the top referral hospital for maternal and neonatal care as 
well as the top training center for MCH staff in Cambodia. 
NMCHC has been conducting various trainings for MCH 
staff, but cannot meet the training needs for MCH for the 
entire country. Quality midwifery training must be provided 
not only at NMCHC, the top referral maternity hospital, but 
also at Provincial Referral Hospitals.  With this in view, the 
Government of Cambodia sought technical assistance in 
the organizing of a quality training system at the Provincial 
level. Thus, the Project for Improvement of Maternal and 
Newborn Care through Midwifery Capacity Development 
was launched in March 2010.
   In order to improve the quality midwifery training for 
midwives at referral hospitals in the Kampong Cham Region, 
the Project successfully developed a training system at 
Kampong Cham Provincial Referral Hospital, and established 
the first Training Unit in Provincial Hospitals in Cambodia 
in order to conduct midwifery training including Basic 
Emergency obstetric care. 
   The Project also enhanced “Woman and Baby Friendly 
Midwifery Care Based on Evidence” which hopes to provide 
the best midwifery care to the individual client, taking 
account her physical and psychological status by care 
providers with quality clinical expertise, and based on 
scientific evidence. Care providers are required to stay with 
the clients to carefully observe the progress of delivery, 
giving full attention to the individual needs of the client, 
alleviating any anxiety or fear by the client, provide the 
necessary support, conduct an appropriate midwifery 
assessment and provide proper midwifery care.

Project Period：Mar. 1, 2010 - Aug. 31, 2015
Project Site：Phnom Penh, Kampong Cham, Kampong Thom 
Province, Prey Veng
Expert：Yuriko Egami, Chief Advisor
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カンボジア王国 /Kingdom of Cambodia

JICA 医療技術者育成システム強化プロジェクト
JICA Cambodia Project to Strengthen Human Resources Development (HRD) System of Co-Medicals

　途上国に限らず世界の保健人材の課題は、どのようにすれ
ば質の高い人材が必要な場所に必要な数だけ配置され、働き
続けることができるかという点であり、保健人材の量と質の
両面から考えなければいけません。このプロジェクトは、看
護助産に絞り、免許資格登録制度の基礎となる法規程の整
備、看護助産教員の質の向上を通じて、看護助産師の質の向
上を図ろうというものです。人材育成システムを主管する保
健省人材育成部を中心とした保健省関連部局とともに、活動
を行ってきました。

　2015 年から ASEAN 域内で保健人材（医師・歯科医師・看
護助産師）の移動と交流が開始予定となり、カンボジアも人
材の質を担保するための制度を準備する必要がでてきまし
た。具体的には免許制度になります。これは国が認可した教
育機関で所定の教育を受け、国家試験で卒業者の能力を確認
し、国家試験合格者に免許を交付する、免許を持つ人でなけ
れば看護師と名乗ることはできず（名称独占）、看護師以外
は看護サービスを提供できない（業務独占）という仕組みを
通じて、専門職の質を担保しようとする制度です。2013 年 
1 月にはカンボジアで初めての国家試験が実施されました
が、プロジェクトではこの仕組みの骨組みとなる法的文書を
作りました。国立看護大学校長、厚生労働省看護課長・元免
許登録室長などの日本やタイの専門家の力を借りながら、プ
ロジェクト終了時には保健人材の質を担保するための免許登
録制度の基本となる保健人材法草案にたどりつきました。法
律はそれを制度として実施するために担当省庁レベルでの細
かい取決めが必要になります。カンボジア保健省関連部署と
ともに、教育機関の認可や免許登録に関する保健省・教育省
レベルの施行規則作りも行いました。一連の国家試験免許制
度整備に向けた取り組みは 2013 年 11 月ブラジルで行われ
た世界保健人材連盟第 3回グローバルフォーラムでカンボ
ジア保健省として発表され、世界の参加者からの関心を集め
ました。

　教員に関しては、カンボジアでは 2008 年から看護師の学
士（4年間）コースが始まったものの、教員が 3 年の専門学
校卒の資格しかないというアンバランスな状態だったため、

協力期間：2010 年 6 月 22 日～ 2015 年 6月 21 日
プロジェクトサイト：カンボジア　プノンペン保健省
専門家：チーフアドバイザー　藤田則子

   The challenge faced in the development of human 
resources for health worldwide is to make sure that the 
health personnel which possess the appropriate skills and 
knowledge can be deployed to the appropriate places, are 
motivated to work, and who will continue to update their 
professional knowledge and skills.  Thus, a project that 
focuses on building capacity, both in quantity and quality, of 
health personnel was conceptualized.

   The project focuses on developing the quality of nursing 
and midwifery professionals in Cambodia, in support of the 
regulatory framework for health professionals (Licensing 
and registration system) and to improving the capacity 
of nursing and midwifery teachers.  This project is also 
implemented by the Department of Human Resource 
Development and other relevant departments from the 
Ministry of Health (MOH).

   In 2015, introduction of mutual recognition of health 
professionals (doctors, dentists, nurses and midwives) 
into the ASEAN region was planned and at the same 
time, a health professionals’ exchange program was to be 
implemented in the said region.  In order to be recognized 
in the ASEAN, Cambodia must ensure the high quality of its 
health professionals through the functioning Licensing and 
Registration system for health professionals. 

   The license for professional practice is issued only to those 
who have received professional education at an accredited 
institution and who are able to pass the national licensing 
examination. Only such licensed professional nurses are 
called “nurses” and can provide professional nursing care.  
First of all, legal documents must start by defining the 
meaning of “nurse” and “nursing care”. 

   The Nursing Regulation was finalized through the support 
of a team of Thai and Japanese experts from the Nursing 

Project Period：Jun. 22, 2010 - Jun. 21, 2015
Project Site：Ministry of Health of the Phnom Penh
Expert：Noriko Fujita, Chief Advisor
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教員の看護学士ブリッジコース（タイセントルイス看護大学
へ留学し、タイ政府の認める看護学士資格を取得）を開設し、 
2011 年 8 月から現在まで 4 期 32 名が参加しました。参加
した教員たちは、教員としての教育、看護職としてケアなど、
そのロールモデルをタイの大学・病院で目の当たりにし、学
び方を学び、カンボジア国内の教育では得られない貴重な経
験を積んでいます。全員 1 年半のコースを終え、学士を取得
して帰国し、学校や実習病院に戻り、カンボジアの看護職の
リーダーとして活躍中で、今後の活躍が期待されています。

Department of the Bureau of Licensing and Registration 
of the Ministry of Health, Labour and Welfare.  A bridging 
course for a Bachelor of Science in Nursing (BSN) was 
developed and implemented at the Saint Louis College of 
Nursing in Thailand as a capacity-building effort for teachers.  
A total of 32 Cambodian teachers enrolled in the bridging 
program and obtained Bachelor degrees. These nurses 
then went back to Cambodia and are expected to work at 
the Ministry level and become leaders for future nurses in 
Cambodia.
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ベトナム社会主義共和国 /Sociolist Republic of Viet Nam

JICA 北西部省医療サービス強化プロジェクト
JICA Viet Nam Project for Strengthening Medical Service in Northwest Provinces

　ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム国」という）
の医療体制は、第一次（コミューン、郡レベル）、第二次（省
レベル）、第三次（中央レベル）の三層構造となっており、
殆どが地方政府または中央保健省が管轄する公的医療機関で
す。上位病院は、所管地域の下位病院からの患者搬送を受け
入れるだけでなく、下位病院に対する指導・支援の責任を有
します。保健省は保健医療人材の育成を重点目標として掲げ
ており、拠点病院を中心として、スタッフの育成及び省レベ
ルの医師・看護師に対する研修システムの構築を行っていま
す。　
　他方、こうした医療人材の育成は都市部を中心に進んでお
り、地方部においては依然として医療人材の不足や技能の低
さ等課題が多くなっています。特にベトナム国でも最も貧困
率が高い北西部地域においては、各種保健指標も全国平均と
比べ劣っており、同地域の保健医療サービスの改善が急務と
されています。かかる状況を受けて、我が国は同地域に位置
するホアビン省をモデル省として、保健局スタッフの人材育
成、省から郡への指導・研修及び患者リファラルシステムの
強化を活動の核とする技術協力プロジェクト「ホアビン省
保健医療サービス強化プロジェクト」を 2004 年 12 月から 
2009 年 12 月まで 5 年間実施しました。その結果、同省に
おける地域医療指導活動（DOHA：Direction of Healthcare 
Activities）・患者リファラルシステムが確立され、省内の地
域医療システムが大幅に強化されました。
　また、その経験・教訓を「DOHA ガイドブック」として
編纂し、研修活動の標準化を進めたことにより、省病院によ
る郡病院向けの研修支援能力も大幅に向上しました。このよ
うに、ホアビン省において、有効性が確認された省病院から
郡病院に至る DOHA と患者リファラルシステムは「ホアビ
ンモデル」と称されています。しかしながら、ホアビン省で
は郡より更に下位の行政単位であるコミューンのレベルまで
はホアビンモデルが取り入れられていないため、この浸透を
図り、コミューンから省まで一貫した DOHA と患者リファ
ラルシステムを構築する必要性が高くなっています。

　また、ベトナム保健省は、ホアビンモデルの成果を踏まえ、
ホアビン省の関係者の協力のもとで同モデルを北西部地域に
拡大展開する意向を有しています。かかる背景から、ベトナ
ム保健省は、ホアビン省への継続的支援によるコミューンま
でのリファラル強化とともに、「ホアビン省保健医療サービ
ス強化プロジェクト」の成果の北西部の他 5 省への普及を通

協力期間：2013 年 3 月 20 日～ 2017 年 3月 19 日
プロジェクトサイト：保健省医療サービス局ホアビン省、ソン
ラ省、ディエンビエン省、ラオカイ省、ライチャウ省、イェン
バイ省 
専門家：チーフアドバイザー　土井正彦

Project Period：Mar. 20, 2013 ‒ Mar. 19, 2017 
Project Site：Medical Service Administration MOH, etc.
Expert：Masahiko Doi, Chief Advisor

   In the health sector of Viet Nam, medical staff training 
is considered to be a high priority issue. Leading central-
level hospitals play an important role in the promotion of 
continuous medical training for provincial-level doctors 
and nurses. On the other hand, as a result of developments 
toward a market-oriented economy, most skilled health 
workers are currently concentrated in big cities and urban 
areas, while remote and rural areas lack health workers, both 
in quantity and quality. Particularly, the northwest region, 
one of the poorest in Viet Nam, faces an extreme shortage 
of medical staff, leading to poor quality medical services. 
Therefore, improvement in medical services in the region is 
considered to be an urgent task for the sector. 

   Under these circumstances, JICA has supported the 
implementation of the Project for Strengthening Health 
Pro¬vision in Hoa Binh Province (December 2004‒December 
2009), with the aim of enhancing the management capacity 
of the Provincial Department of Health, reinforcing training 
and supervision from the provincial to the district level, 
and strengthening operations of the referral system. After 
5 years of implementation, the project received a high 
evaluation from the Ministry of Health and JICA. Some of 
the more significant achievements are (1) the Direction 
of Healthcare Activities (DOHA) has been established and 
properly functions at the provincial and district levels, 
and (2) a patient referral system is in operation within the 
provincial hospital and all 9 district hospitals using a two-
way information system. 

   The project standardized its activities and lessons learned 
in the “DOHA guidebook,” placing strong emphasis on the 
application of training cycle management and the operation 
of the referral system. However, the DOHA and referral 
system have not yet reached the community level in Hoa 
Binh, and therefore, it is necessary to build a complete cycle 
of the DOHA and referral system from the community to the 
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じて、同地域の医療システムの更なる向上を図ることを我が
国に要請しました。
　我が国は 2013 年 3 月から本件協力を開始し、2017 年ま
で実施予定です。なお、円借款案件の「地方病院医療開発事
業（II）」が実施されているところ、同事業が対象とする省に
おいて本案件で強化される DOHA 及びリファラルシステム
の成果を活用することにより、同事業の効果向上が期待され
ています。

【上位目標】
　 地 域 医 療 指 導 活 動（DOHA：Direction of Healthcare 
Activities）及びリファラルシステムの強化により、対象省
の医療サービスが持続的に改善される。

【プロジェクト目標】
　対象省の DOHA及びリファラルシステムが強化される。
成果 1：保健省において「ホアビンモデル」を対象省に

普及するために必要となる DOHAに関するマネ
ジメント能力が強化される

成果 2：ホアビン省においてコミューンから郡病院及び
 　 省病院に至るリファラルシステムが構築される
成果 3：ホアビンモデルを新たに導入する 5 省（ソンラ、

ディエンビエン、ラオカイ、ライチャウ、イェ
ンバイ）における DOHA及びリファラルシステ
ムのマネジメント能力が強化される 

【2015 年度活動概要】
　2015 年 4 月に中間評価実施された。8月、チーフアドバ
イザーの任期終了に伴い離任した。

JICA 中間評価団による対象省への視察
Visit to target province by JICA Evaluation Team

provincial level in Hoa Binh. In addition, by request from Hoa 
Binh, the Ministry of Heath showed a strong willingness to 
disseminate the Hoa Binh model to neighboring provinces, 
where im-provement in medical services is urgently 
requested in response to the increasing needs of people 
living in these areas.

Overall Goal
   The strengthened DOHA and referral system contribute 
to the continued improvement in medical services in the 
northern mountainous provinces of Viet Nam.

Project Purpose
   DOHA and referral system in the target provinces are 
strengthened. 

Output
1. The managerial capacity of the Ministry of Health on 
DOHA is strengthened to expand the Hoa Binh model 
to target provinces. 

2. A referral system between community, district, and 
provincial hospitals in Hoa Binh Province is established. 

3. The managerial capacity of DOHA and the referral 
system are strengthened between provincial and 
district hospitals in Son La, Lai Chau, Dien Bien, and 
Lao.

Activities 2015
   A mid-term evaluation was implemented in April 2015.　
   Terminated by Chief Advisor in August 2015.
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ベトナム社会主義共和国 /Sociolist Republic of Viet Nam

JICA ベトナム保健医療の従事者の質の改善プロジェクト
JICA Viet Nam Project for Improvement of the Quality of Human Resources in the Medical Service System

　本プロジェクトは、ベトナム保健省をメインのカウンター
パートに、ベトナムの医療従事者の質を高めるためのナショ
ナル・カリキュラムを作成し、ベトナム国内の拠点病院と連
携して全国の病院にそれらの研修を展開するというプロジェ
クトです。

　2015 年７月下旬をもって本プロジェクトは終了しました
が、1月～ 7月の残された期間に、医療安全、病院管理、救
急の研修を集中的に全国に展開しました。また、終了におい
て全国の病院関係者を集め、質の高い病院運営の取り組みの
ワークショップを行い、プロジェクトでの活動の総括を行い
ました。また、特に保健省が関心の高い医療安全に関する法
令整備の会議を行いました。近い将来の医療提供における医
療安全整備への寄与が期待されます。

　保健省の保健医療従事者の人材育成計画は省庁内の承認過
程に時間をとられたものの、最終的にプロジェクト期間内に
承認されました。本プロジェクトの活動内容は NCGMで実
施する国際展開推進事業との関連性が高いため、今後も医療
の質の改善への継続的な取り組みが期待されます。

協力期間：2010 年 7 月 28 日～ 2015 年 7月 27 日
プロジェクトサイト：保健省、同省医療サービス局、同局管理
能力向上研修センター、国立バックマイ病院（北部ハノイ市）、
国立フエ中央病院（中部フエ市）、国立チョーライ病院（南部ホー
チミン市）等の基幹病院を中心とした対象国立病院ならびに
その傘下の省レベル病院
専門家：チーフアドバイザー　伊藤智朗

Project Period：July 28, 2010 - July 27, 2015
Project Site：Ministry of Public Health of Viet Nam, etc.
Expert：Tomoaki Ito, Chief Advisor

   This Project is a collaboration with the Ministry of Health, 
Viet Nam, as the project’s main counterpart, and seeks to 
formulate a national curriculum to improve the skills of 
healthcare providers and expand training to improve quality 
of service in hospitals in Viet Nam by collaborating with 
major leading national hospitals. 

   In 2015, the Project organized and completed training 
which focused on three fields- patient safety, emergency, 
and hospital quality management following national 
curricula.
   This year was final year of the project, so a final workshop 
was held to summarize the activities of this project. Recently, 
fields such as patient safety have been considered to be 
very important in Viet Nam due to reports of serious medical 
accidents. This training provided useful advice regarding 
activities to create a safe environment for the patients. We 
also assisted in the organization of a meeting to develop 
new regulations on patient safety within the Ministry of 
Health.

   NCGM currently provides training for the quality 
improvement of hospitals in Viet Nam. These activities 
are closely related to the project activities. This is a good 
example of collaboration between a JICA project and NCGM 
activities, especially from the point of view of sustainability.



58 国立国際医療研究センター 国際医療協力局｜ 2015 年度年報

ミャンマー連邦共和国 / Republic of the Union of Myanmar

JICA ミャンマー感染症対策アドバイザー
JICA Myanmar Adviser for Infectious Disease Control and Laboratory Services

　ミャンマーでは、感染症による死亡がまだまだ多く、特
に HIV、結核、マラリアは、主要な感染症として対策の強化
が必要です。国際協力機構（JICA）は、政府の要請に応じ、
2005 年から 10 年間にわたりミャンマー国のエイズ・結核・
マラリア対策を支援する主要感染症対策プロジェクトを実施
してきており、国立国際医療研究センターも専門家を派遣す
るなど支援してきました。プロジェクトでは、血液を介した
HIV 感染予防 ( 安全血液 ) や性感染症対策、結核の早期診断、
検査能力強化などで成果を挙げ、政策的にも貢献することが
できました。

　一方、2015 年には国連総会で新たな開発目標 (SDGs) が発
行され、HIV や結核など感染症対策にかかる世界目標も、そ
れまでの「流行の拡大を止め、減少に転じる」から「流行の
終焉」という、新たな目標が設定されました。これにより、
HIV や結核対策の世界戦略も刷新されましたが、新世界戦略
下では検査診断の重要性が増しています。これに併せて国家
戦略計画の改訂も進められており、検査診断能力強化などの
観点から技術支援の必要性が高いことが確認されています。

　こうした状況を踏まえ、プロジェクトの終了にあたり、成
果の継続と新たな課題に取り組むことを支援するため、感染
症対策アドバイザーが派遣されることとなりました。本案件
に期待される成果は、 ①保健省に対しミャンマー国の HIV、
結核対策、その他感染症対策に関し、戦略計画を実践するた
めの活動計画策定と効果的なモニタリング評価のために必要
な技術的な支援を行うことと、②HIV、結核分野における検
査機能強化のため、国家戦略の活動計画策定に関し技術的な
支援を行うことです。

　また、先のプロジェクトで HIV 対策支援として力を入れ
てきた安全血液に関しては、2015 年度より厚生労働省「医
療国際展開推進事業」として日本赤十字社などと協力し、支
援を継続しています。（ミャンマー国における輸血ならびに
移植医療強化事業）

協力期間：2015 年 11 月 15 日～ 2017 年 11 月 14 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　野崎 威功真

   In Myanmar, control of HIV/AIDS, tuberculosis (TB), and 
malaria has been the major public health issue. Upon 
request by the Myanmar Government, the Major Infectious 
Diseases Control Project was implemented for 10 years 
since 2005 in order to strengthen the capacities of National 
Programs on HIV/AIDS, TB, and malaria. The National Center 
for Global Health and Medicine has supported the project 
by dispatching experts and others. The project made 
remarkable achievement in the prevention HIV through 
blood transfusions (Blood safety), STIs control, TB case 
findings, and strengthening laboratory services. 
   In 2015, Sustainable Development Goals (SDGs) were 
endorsed at the UN General Assembly. Targets related to 
HIV and TB control were renewed from “halt and reduce” to 
“end the epidemic”. In addition, the New Strategic Plans to 
control HIV and TB were also adopted. The importance of 
laboratory services has increased in these strategic plans. 
Hence, the need for technical support to implement those 
strategic plans is widely recognized.
   In consideration of this situation, an advisory post for 
infectious disease control and laboratory services was 
launched to continue the achievements of the previous 
project and to tackle new challenges. Expected outcomes 
were (1) provision of technical support to Ministry of Health 
(MoH) on the effective implementation of strategic plans for 
HIV and TB control, and (2) provision of technical support to 
MoH for the development and implementation of the action 
plan for laboratory strengthening. 
   Furthermore, the Blood Safety Program, which was 
supported by the previous project, will continued to be 
supported using the “overseas development promotion 
program” organized by the Japanese Ministry of Health, 
Labor, and Welfare. (Project to strengthen blood transfusions 
and hematopoietic stem cell transplantations in Myanmar) 

Project Period：Nov. 15, 2015 - Nov. 14, 2017
Project Site：All states and regions in Myanmar
Expert：Ikuma Nozaki, Advisor
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国際展開推進事業による輸血に関する教育シンポジウム
Educational Symposium on Blood Transfusion Service

第一回臨床検査室能力強化のための関係者会議
First stakeholders meeting for Laboratory Strengthening

HIV 抗体検査、梅毒抗体検査、CD4 数検査の外部検査精度管理のための現場指導
Joint supervisory visit on HIV, Syphilis, and CD4 count testing for external quality control
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モンゴル国 / 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 in Mongolia

　本プロジェクトはモンゴル国における一次及び二次レベ
ルの医療従事者のための卒後研修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て、
2015 年 5月から 5年間の予定で実施されています。
　医師が主な対象で、保健省スポーツ省及び保健開発セン
ターとの緊密な協力の基に実施しています。モデル県におけ
る総合病院やウランバートルにおける研修病院も重要な協力
施設です。臨床分野では救急、外傷、小児科、感染症を重点
科目としています。
　主な活動は、研修管理能力の強化、国レベルでの卒後研修
制度改善、重点科目における研修プログラム改善（特にレジ
デント研修）、指導医の育成、質の高い継続研修のためのモ
デル研修パッケージ作成（プログラム、教材、実習モデル、
評価法、教授法、医師と看護師の協調）、モデル県における
卒後研修管理能力強化、上位レベルの医療施設が下位レベル
を指導するガイダンスシステム構築に関する指導などです。
プロジェクト開始以来、日本の卒後研修制度の紹介、医師臨
床研修病院指定基準に関する技術指導、医師卒後研修制度に
関する評価と改善点に関する提言、救急レジデント研修プロ
グラムの改善、救急及び小児救急に関する講義、モデル県に
おける調査などを実施しました。2015 年 12 月には保健ス
ポーツ省 (2 名 )、保健開発センター（3名）の幹部スタッフ
を対象に本邦研修を行いました。日本の医師卒後研修制度に
ついて良いところをモンゴル国における制度改善に役立てる
のが目的です。

協力期間：2015 年 5 月 11 日～ 2020 年 5月 10 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　小原　博

   This project was scheduled to be implemented for 5 years 
starting in May 2015 with the aim of improving the quality 
of healthcare services in primary and secondary level health 
facilities by strengthening post-graduate training of health 
professionals.  
   The project targets medical doctors, and the main 
counterparts of the project are the Ministry of Health and 
Sports (MOHS) and the Center for Heath Development (CHD). 
In addition, the Health Department, general hospitals in 
model provinces, and training hospitals in Ulaanbaatar city 
are also important institutions for the implementation of the 
project.  Emergency medicine, traumatology, pediatrics and 
infectious diseases are placed as priority subjects.  
   Leading activities include strengthening the management 
capacity of the training, improving national level post-
graduate training system and programs for health 
professionals,  developing the capacity of trainers, 
developing the tra ining packages for  cont inuous 
trainings (program, teaching materials, practical training 
simulators, evaluation method, teaching method doctor-
nurse collaboration), strengthening the training capacity 
at regional and provincial core medical facilities, and 
strengthening the guidance system (a system of guidance 
from upper level medical facilities to lower level facilities).
   Since the inception of the project, the following activities 
have been implemented: introduction of post-graduated 
training system for medical doctors in Japan, guidance on 
the designation criteria of post-graduate training hospitals, 
improvement of the resident program in emergency 
medicine, lectures in priority subjects (emergency medicine, 
traumatology and pediatric emergency), survey of model 
provinces, etc. In December 2015 training of counterparts in 
Japan was conducted with the purpose of introducing good 
points of the Japanese post graduate training system into 
the improvements of the Mongolian system.

Technical guidance in 
a model province

Conference on post-graduate
training in Emergency Medicine
at CHD

Project Period：11 May, 2015 ‒ 10 May, 2020
Project Site：Ulaanbaatar and others
Expert： Hiroshi Ohara, Chief Advisor
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ラオス人民民主共和国 / Lao People’s Democratic Republic
JICA ラオス保健セクター事業調整能力強化　フェーズ 2
Lao Ministry of Health and JICA Technical Cooperation, 
Capacity Development for Sector-wide Coodination in Health Phase 2

　ラオスでは、2006 年に「援助効果向上のためのビエンチャ
ン宣言」がラオス政府と日本を含む援助国及び国際機関によ
り調印されました。ビエンチャン宣言では、援助効果向上に
必要な要素として、「オーナーシップ」、「アラインメント」、「調
和化と簡素化」、「成果重視のマネジメント」、「相互説明責
任」を挙げており、当事業の第 1フェーズ（2006 年 -2010
年）では、この宣言を実践するための保健省の仕組みとして
「セクター調整メカニズム Sector-wide Coordination (SWC) 
mechanism」を立ち上げ、主に保健省の「オーナーシップ」
の強化、保健省と開発パートナーの計画の「アラインメント」
の促進を支援しました。
　第 2 フェーズでは、保健省と開発パートナーがアライ
メントする「第 7次保健セクター開発 5カ年計画（2011 - 
2015）」と、その下にある母子保健などのサブセクタープロ
グラムが効果的に実施されることを目指し、SWCメカニズ
ムの更なる強化を通して、保健省の「成果重視のマネジメン
ト」と保健省と開発パートナーの「相互説明責任」の促進を
支援しています。
　最終年度の 2015 年度は、昨年行った年間事業計画フォー
ムの実証試験の結果に基づき同フォームの改定を行い、年間
事業計画の実施状況のモニタリング及び評価に必要な数々の
ツールを開発しました。これらの計画・モニタリング・評価
のツールは保健省の正規のツールとして全国に導入されまし
た。また、SWCメカニズムのパフォーマンスの評価を行い、
その結果を基に関係者のコンセンサスを得ながら、2008 年
に作成された同メカニズムの役割と運営方法の再定義を行い
ました。
　第 1フェーズと合わせて計 9年間に及んだ当事業による
技術協力により、保健セクター開発 5カ年計画の下、保健
省と開発パートナーが SWCメカニズムを通して、単一の保
健セクター年間事業計画を共同で計画・実施・モニタリング・
評価していく体制がラオスに出来上がりました。

協力期間：2010 年 12 月 17 日～ 2016 年 3月 28 日
プロジェクトサイト：ビエンチャン特別市
専門家：チーフアドバイザー　野田信一郎

母子保健技術作業部会の準備
Preparation for the MNCH-TWG
meting

年間事業計画の全県導入
ワークショップ
Workshop to introduce a new 
annual operational planning
system

大臣への技術協力終了報告
Report to the Health Minister on 
the conclusion of the technical 
cooperation for the sector-
wide coordination between the 
Ministry of Health and JICA

   Lao PDR and its development partners, including Japan, 
endorsed the Vientiane Declaration on Aid Effectiveness 
in 2006. The declaration is composed of five elements: 
Ownership, Alignment, Harmonization and Simplification, 
Management for Results, and Mutual Accountability. The 
Ministry of Health (MOH), in collaboration with the first 
phase of the “Capacity Development for Sector-wide 
Coordination in Health (CDSWC)”(2006-2010), established a 
sector-wide coordination mechanism in order to implement 
the declaration in the health sector. CDSWC fostered MOH’s 
ownership and encouraged development partners to align 
their plans with the 6th 5-Year Health Sector Development 
Plan (2005-2010) as a single policy framework.
   The second phase of CDSWC has strengthened the SWC 
Mechanism, focusing on MOH’s capacity for Management 
for Results and Mutual Accountability between the MOH and 
development partners seeking to effectively implement the 
7th 5-Year Health Sector Development Plan (2011-2015) and 
the strategies of programs and subprograms of the 5-Year 
Plan.
   In this final year of the project, we finalized revisions to 
the annual operational and budget planning form, based 
on the results from pilot use over the last year. We also 
developed several monitoring and evaluation tools for 
implementation of the annual operational and budget plan. 
These were introduced nationwide as MOH’s standardized 
tools. We conducted a performance assessment on the 
SWC mechanism and revised the terms of reference of 
the mechanism that was developed in 2008, in order to 
maximize effectiveness.  
   Through the nine-year technical cooperation of CDSWC, 
combined with the first phase, the health sector in Laos has 
finally had the necessary systems with which MOH and the 
development partners can jointly develop a comprehensive 
annual operational plan, as well as monitor and evaluate its 
implementation.

Project Period：Dec. 17, 2010 ‒ Mar. 28, 2016
Project Site：Vientiane Capital
Expert： Shinichiro Noda, Chief Advisor
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ラオス人民民主共和国 / Lao People’s Democratic Republic
JICA ラオス母子保健人材開発プロジェクト
JICA Lao P.D.R. Project for Sustainable Development of Human Resources for Health to Improve Maternal, 
Neonatal and Child Health Services

　ラオスにおける保健人材の不足及び質の向上は主要な課題
の一つとなっています。世界保健機関は、人口 1,000 人あた
りの保健人材配置が 2.3 人以下の国々を危機的状況としてい
ますが、ラオスでは同数値が 0.53 人に留まっています。ラ
オスには保健人材育成機関の教育機能担保制度はなく、医師
や看護師といった保健医療専門職の資格免許制度もありませ
ん。保健人材数は約 15,000 人ですが、そのうち看護師は約 
5,700 人と保健人材の大きな割合を占めます。ラオスの健康
課題に必要な保健医療サービスを提供するには、能力の高い
看護師が求められています。

プロジェクト目標と成果
　均質で質の高いサービスを提供するための看護人材育成シ
ステムが強化されることを目標に、次の３つをプロジェクト
成果としています。
1.　看護の質を規定するためのシステムの開発と制度化
2.　保健医療人材育成機関の能力強化
3.　関係機関間の調整メカニズム強化

　プロジェク最終年度となった本年度は、主に以下の活動に
進捗が見られ、プロジェクトを成功裏に終了することができ
ました。まず、免許制度に関しては、保健省主要関係者を
交えた検討会や諸外国へのスタディツアーにより、「専門職
資格免許登録制度構築に向けた戦略文書（2016-2025）」が
策定され、10 年間の目標、活動、ターゲット等を明確化し、
保健省令として公布しました。
　また、改訂版「看護業務範囲ガイドライン」も、保健省令
として公布・普及しました。更に、国立マホソット病院モデ
ル看護病棟では、看護過程の実践強化により看護記録の質向
上や、患者満足度の向上が見られました。さらに、その普及
を目指し、5日間のモデル看護実践研修を、中央・県病院の
看護師約 150 人を対称に実施しています。また、同様の研
修が、セタティラート病院や、ミッタパープ病院でも自発的
に実施され、波及効果が見られています。

　2008 年に前 JICA プロジェクトで策定された「看護助産学
校管理運営ガイドライン」は、看護助産のみならず、全ての

協力期間：2012 年 2 月 22 日～ 2016 年 2月 21 日
プロジェクトサイト：ラオス保健省
専門家：チーフアドバイザー　園田美和

   One of the main challenges of the health system in Lao 
People’s Democratic Republic (Lao PDR) is development 
of human resources for health. The ratio of health workers 
remains at 0.53 per 1,000 persons in the country, which is 
significantly lower than the recommended standard set by 
the Global Health Workforce Alliance. Competent nurses 
are fundamental in the provision of quality healthcare for 
a healthy population, especially since the majority of the 
workforce in Lao P.D.R. are nurses. 

Project Purpose 
   To establish systems which will strengthen the develop-
ment of human resources and can provide standard and 
quality health services. 

Project Output
1.  Standard systems for nursing education are 
      developed and/or institutionalized. 
2.  Capabilities of the training institutions to implement 
      quality educational programs are strengthened. 
3.  Good coordination is strengthened among relevant 
      departments and organizations to effectively 
      improve the educational systems.

   The project successfully ended in February 2016, with 
progress and achievements made in both output and 
project purpose. 
   First the project developed by holding various meetings 
and consultations with the Minister and the “Strategy on 
Health Care Professional Licensing and Registration in Lao 
P.D.R 2016-2015” was issued.   
   The project also revised and issued “The Guideline for 
the Scope of Nursing Practice” in April 2015. Standards for 
nursing care were also introduced in the 4 model wards 
of Mahosot Hospital. From June 2014, a new set of forms 
for nursing records for nursing process were introduced 
and utilized by nurses in said model wards. As a result, 

Project Period：Feb. 22, 2012 - Feb. 21, 2016 
Project Site：Ministry of Health, Lao P.D.R.
Expert：Miwa Sonoda, Chief Advisor
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保健医療専門職教育施設を対象としたガイドラインへと改正
し、2016 年 2 月に保健省より公布されました。尚、ガイド
ライン改正に併せて、保健省への学校年間報告システムも改
正され、情報管理のための「学校情報データベース」の運用
も開始されました。

　看護コンピテンシーに基づき改定された看護上級ディプロ
マ教育カリキュラムの各校における実施を指導・監督するた
めに、サポーティブスーパービジョンシステムを構築し、実施
しました。各校の強みや課題を明らかにし、PDCAサイクルに
則り、改善計画を策定とその実施を支援しています。そして
当カリキュラムを効果的に実施していくために、タイ国立ブラ
パ大学において看護教員能力強化研修を実施し、6つの看護
専門領域での研修が終了しました。さらに、対象教育機関と
臨床実習病院へ必要な教育機材や図書等の供与、それを効果
的に維持･管理するための機材管理研修も行っています。

保健大臣からの JICA 専門家への感謝状授与

免許制度戦略文書公布ワークショップ
（中央保健大臣、左ヘルスケア局長、右 JICA ラオス事務所所長）

看護教育に関する会議にて

improvement in the quality of nursing documentation and 
patient satisfaction were observed.
   The Project strengthened the foundation of competency-
based nursing education by integrating theoretical concept, 
clinical practice and education. In order to ensure its 
implementation at each school, the project developed a 
monitoring & supportive supervision system. By identifying 
the strengths and weaknesses of each school, the project 
has supported implementation of the action plan according 
to the PDCA cycle. In addition, teacher trainings were held 
for 6 professional subjects at Brapha University, Thailand, 
in order to train nursing teachers in Laos. The provision 
of teaching equipment and textbooks also contributed 
to achieving effective teaching and learning. Training in 
equipment management was carried out to encourage their 
effective utilization in the targeted schools. 
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コンゴ民主共和国 / Democratic Republic of the Congo

JICA コンゴ民主共和国保健省次官付顧問
JICA D.R. Congo Technical Advisor to the Secretary-General / Ministry of Health

　コンゴ民主共和国（以下、コ国）保健省次官付顧問として
国家保健人材開発政策、保健行政及び保健医療サービスの質
改善活動支援を中心に活動中です。コ国をベースとしてアフ
リカ域内への保健政策支援も含まれています。

　2008 年からのコ国保健省アドバイザーの短期繰り返し派
遣を経て、2013 年からは長期専門家として同国の主に保健
人材開発政策、保健行政及び保健医療サービスの質改善活動
の支援をしています。2011 年度に始まった「保健人材開発
支援プロジェクト」では、国家保健人材開発計画の策定と実
施の過程で、保健省人材開発関連局人材の能力が強化されま
した（2013 年 11 月終了）。 その後継プロジェクトが 2014
年 1 月から開始され、日本政府の協力により建設した「国
家保健人材養成校」が開校しました。
　2014 年度からは西アフリカのエボラウイルス病（EVD）
流行に端を発する世界的公衆衛生的危機に対応して、コ国
感染症サーヴェイランス・システム強化及びコ国の７回の
EVD 流行封じ込めの経験と知見の、仏語圏アフリカ諸国へ
の共有活動が始まりました。主たるカウンタパートは保健省
次官、病院局長、調査計画局長、国家保健セクター運営委員
会（CNP）技術調整委員会（CCT）及び人材関連３局（人材
管理、初期教育、継続教育）、健省疾病対策局、国立医生物
学研究所、公衆衛生校（高等教育省）です。

　2015 年度の活動内容は、以下の通りです。

1.　病院のケア・サービスの質改善を目的とする 5S/
　　KAIZEN/TQMアプローチ普及に対する支援
1-1　保健省の 5S/KAIZEN/TQMアプローチのパイ

ロット病院 (Clinique Ngaliema) では、Kaizen
に必要な業務過程の問題点のリストアップが検
査部門、産婦人科から始まりました。

1-2　保健省病院局による 5S/KAIZEN/TQMアプロー
チの全国普及活動 : 今年度は、マニエマ州（1月）
の 6病院幹部、州医務局幹部 (1DPS) 計 30 名を
対象とする同アプローチによるサービス質改善
研修を行いました。これで北キヴ州を除く全 11

協力期間：2013 年 6 月 10 日～ 2017 年 6月 9日
プロジェクトサイト：コンゴ民主共和国保健省
専門家：保健政策アドバイザー　池田憲昭

   Since 2008, the advisor to the Ministry of Health (MOH) 
in DR Congo has supported cooperation between DR 
Congo and Japan mainly through the Human Resources 
Development for Health (HRDH).  During the three-
year technical cooperation project for HRDH (PADRHS, 
abbreviation in French) which began in December 2010, 
the capacity of MOH agents regarding HRDH has been 
strengthened through elaboration and implementation of 
activities of the 5 year National Plan for Human Resources 
Development for Health (PNDRHS, abbreviation in French) 
and the 2nd phase of the 4 year project has been planned. 
The National Pilot School for Health Science (INPESS) 
constructed by Grant Aid from Japan was opened. In 
response to the Ebola Virus Disease (EVD) outbreak in West 
African countries the advisor has supported the Direction of 
Disease Control (DDC) of MOH, which is expected to share 
its expertise with high risk countries in collaboration with 
the National Biomedical Institute, the National Public Health 
School and the Direction of Continuous Education.

   The following output was expected from the MOH advisor 
for fiscal year 2015:

1.  Provide assistance to the Direction of Health Facilities, 
MOH for implementation of a “change in management” 
using 5S-KAIZEN-TQM in hospitals.
1-1   Based on the successful implementation of 5S

activities in all sections of the pilot hospitals which 
began improvement cases in some sections such as 
the laboratory and maternal health departments. 

1-2   Conduct improved training for the targeted hospitals 
in one state (Maniema) where the above-mentioned 
approach was introduced in the frame of the 
National Hospital Reform Programme of MOH. North 
Kivu state is the last to introduce the approach.

Project Period：Jun. 10, 2013 - Jun. 9, 2017
Project Site：The Ministry of Public Health, the Democratic 
Republic of the Congo
Expert：Noriaki Ikeda, Health Policy Advisor
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州中 10 州への本アプローチ導入が終了しまし
た。また、昨年度に研修を修了したカタンガ州、
東カサイ州、TSHOPO 州（旧オリエンタル州）
の 3州に対して研修後スーパーヴィジョンを行
いました。

1-3　「国内 5S Kaizen TQM病院ネットワーク」: 病院
局は、5S/kaizen を導入した全国の病院が相互
に情報交換を行って活動の維持をすることを目
的に本事業を計画して、本事業の業務指針、内
部規定を策定しました。事業内容は、保健省次
官官房に本ネットワーク事務局を設置、全国病
院への 5S /Kaizen 普及に寄与する定期的なセミ
ナー等開催、5S/Kaizen 活動関連情報管理、州
パイロット病院及び州医務局 (DPS) による各州
における普及活動等です。

2.　保健行政への戦略的マネージメントの導入のための　
　　活動
2-1　次官との週毎の早朝定例会議: UHC法律の整備、

国家保健計画評価及び次期計画作成状況につい
て等WHOの顧問と共に３名で議論しました。

2-2　調査計画局長、疾病対策局幹部２名に対する本
邦研修（東京、新潟）（1月）: 我が国の UHC及
び感染症サーヴェイランスについて情報収集及
び関係者との意見交換を行い , その成果として、
次官に対して、保健関連法整備、感染症サーヴェ
イランス強化、UHCにおけるインフォーマルセ
クター及び貧困者に対する財政政策の３点につ
き提言しました。

3.　保健人材開発支援プログラム（技術協力、無償資金
　　協力、研修含む）に関わる助言
3-1　国家保健人材開発計画 (2010-2015) 評価 : 保健

人材委員会にて共有されて、他省庁、パートナー
を含む参加者からのフィードバックがありまし
た（2月）。

3-2　国立保健人材パイロット校（INPESS） 開校準備
/ 運営 / 組織体制移行支援：同校経営改善を支
援をする長期専門家が着任（11 月）その活動に
対する支援をしました。

3-3　エボラウイルス病などアフリカ域内新興感染症
対策のための研修センター設立構想 : 我が国か

2.  Support activities for the introduction of Strategic 
Management (SM) at all levels of health administration.
2-1  Support activities for the operation of some Technical 

Committees (HRD and Care Services) in the National 
Steering Committee, which is defined as the health 
sector coordination mechanism. 

2-2  Capacity building in terms of SM for the specially 
trained staff in the Direction of Study and Planning 
and DDC in terms of universal health coverage and 
the disease surveillance system. 

3.  Advisory activities for other African countries.
3-1 Supported the 5S Improvement tra ining in 

9 Francophone African countries. 
3-2  Supported the process of cooperation between DR 

Congo’s MOH and 8 Francophone African countries 
for the programme to Fight Against Ebola Virus 
Disease (EVD). Direction of Disease Control of Congo 
MOH has organized a team of multidisciplinary 
experts  in  col laborat ion with the Nat ional 
Biomedical Institute, Public Health Schools, the 
Direction of Continuous Education, etc. The team 
organized trainer’s training for persons in charge of 
EVD activities of the participating countries. 
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ら国立感染症研究所、JICA 本部などによる調査
団が派遣されて、保健省、国立医生物学研究所
(INRB)、公衆衛生院と共に、INRB における P3
ラボの有用性、維持管理能力について検討をし
ました（12 月、2月）。

4.　コ国感染症サーヴェイランス強化活動支援
4-1　コ国エボラウイルス病ハイリスク地域における

サーヴェイランスの現状調査：調査 protocol プ
レテスト (10 月 ) の後に、本調査対象 15 州から
各 2保健ゾーン、計 30 保健ゾーンのうち 7州、
14保健ゾーンの調査を行いました。調査員は延
べ 24 名で、調査員訓練、調査実施期間は 2月
15 日～ 3 月 3 日でした。本調査は次年度も継
続します。

4-2　北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター高
田教授考案のエボラ迅速診断のコンゴ民主共和
国エボラウイルス病サーヴェイランスにおける
有用性の検討調査：上記サーヴェイランス現状
調査と同じ対象地域に同時期に調査を開始しま
した ( 本調査は次年度 12 月まで継続予定 )。

5.　周辺諸国に対する支援
5-1　疾病対策局、国立生物医学研究所、公衆衛生研

究所による仏語圏アフリカ８カ国を対象とする
エボラウイルス病対策研修実施支援 (RVT 枠組
み ): 研修参加者：ベナン (6 名 )、ブルキナファ
ソ (6 名 )、コートジボワール (2 名 )、ギニアコ
ナクリ、マリ（6 名）、モリタニア (2 名 )、ニ
ジェール（６名）、トーゴ（６名）。共通課題研
修 (1/11-12)、専門課題別研修（1/13-15）、シミュ
レーション実習 (1/16)、研修総括 (1/18)、閉会
式（1/19）, 保健大臣、在コンゴ民日本大使が
開会閉会式参加、WHO（コンゴ民国事務所４名、
コートジボワール国事務所 1名）,UNICEF コン
ゴ民国事務所２名も参加しました .

5-2　27 年度 JICA 「5S-KAIZEN-TQMによる保健医療
サービスの質向上研修」（9月）：アフリカ仏語
圏 9カ国 18名対象、全ての単元においてファシ
リテーター、または自身が講師の役割をして研
修目標達成のための支援をしました。本年度は、
人間的出産ケア改善モデルに 5S/Kaizen を組み

込んでいるセネガルのケース（PRESSMN）を材
料として、本邦、在外補完研修を通じて更に議
論を深めることができました。とりわけサブサ
ハラの都市・農村の経済格差の背景における、
職場環境改善からケア改善（患者中心ケア）へ
の道筋を参加者が理解することができました。

6.　その他
　国際保健医療学会総会にて下記 3演題を発表しま
した（金沢：11/21-22）
1.　仏語圏アフリカ地域のエボラウイルス病対策協
力におけるコンゴ民主共和国の知見の有用性―
コートジボワールに対する予防対策支援の実践か
ら（口演）

2.　マダガスカル児童における喫煙歴と喫煙開始要
因について（口演） 

3. 　コンゴ民主共和国における保健人材開発への取
り組み （ポスター）

仏語圏８カ国に対するエボラウイルス病対策研修におけるシ
ミュレーション：EVD治療センターにおけるチームによる患
者ケアの実習風景
Simulation in EVD measures training for French-speaking 
eight countries: Training of patient care by a team in the EVD 
treatment center
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コンゴ民主共和国 / Democratic Republic of the Congo

JICA コンゴ民保健人材開発支援プロジェクト　フェーズ２
JICA Project for the Development of Human Resources in Health in DRC Phase 2

　コンゴ民主共和国では 、1990 年代の内戦で国内インフラ
が破壊され、保健システムが疲弊しました。医師や看護師、
助産師をはじめとする保健専門職と保健に関わる事務職など
の保健人材管理が機能せず、保健人材の無計画な養成と配置
が行われ、どこにどれだけの保健人材が働いているのかを保
健省の人材関連局が把握できていない状況に陥りました。
　このような背景のもと、政府開発援助により 2014 年から
4年間の予定で、同国保健省を主要カウンターパート機関と
し、保健人材開発計画の策定とその実施支援を主な目的とし
た保健人材開発支援プロジェクトフェーズ２が開始されまし
た。
　近年ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）の強化が保健
分野の主要テーマとして取り上げられていますが、我々はコ
ンゴ民主共和国において、UHC 達成を保健人材強化の面か
ら支援しています。
　具体的には、国家保健人材開発計画 2011-2015 年に基づ
く戦略的な保健人材の養成、配置、定着、キャリア管理の改
善を支援しています。また、このプロジェクトの大きな目標
のひとつに地方３州（コンゴセントラル州、カサイセントラ
ル州、オカタンガ州）での州保健人材開発計画の策定とその
実施があります。

　中央保健省及び地方3州での主な活動は、以下の通りです。
活動 1：プロジェクト運営管理
-プロジェクト中間評価
-本邦研修
- 第 2回、第 3回合同調整員会
-仏語圏アフリカ保健人材管理ネットワーク
  （RVT2010）を通じた 9か国との連携
-仏語圏看護学会への参加

活動 2：中央保健省を対象とした国家計画実施・
　　　   モニタリング評価支援
-国家保健人材開発計画 2011-2015 の評価
- 国家保健人材委員会活性化
-保健人材概況書作成
-保健人材オブザベートリー活性化

協力期間：2014 年 1 月 28 日～ 2018 年 1月 27 日
プロジェクトサイト：コンゴ民主共和国保健省
専門家：チーフアドバイザー　田村豊光

   As a result of civil war in the Democratic Republic of the 
Congo (DRC) in the 1990s, its infrastructure was destroyed, 
and the resources of its health system were exhausted. 
Strategies for hiring health professionals were unsuccessful 
and recruitment and de¬ployment of the country’s health 
professionals was inconsistently planned. The Ministry of 
Public Health did not have a grasp on the number and 
location of health professionals working in the country.

   With this background, the government of Japan launched 
Project for the Development of Human Resources in Health 
in DRC Phase 2. This project aimed at formulating and 
implementing a human resources development plan at the 
national and provincial level. 

   Recently, the Universal Health Coverage has been 
designated as a common agenda in order to strengthen the 
health system. In the DRC project, we contribute to human 
resources development in consideration of the UHC. 
We also support improvement of the management of 
human resources for health, as well as seek to create 
and achieve the Provincial Plan of Human Resources 
Development for Health in intervention area (Kongo-Central, 
Kasai-Central and Haut Katanga Provinces).
Activity 1: Project management
-  Mid-term evaluation of the project
-  Training in Japan
-  2nd, 3rd Joint Coordination Committee
-  Collaboration with the human resources network for 
   French speaking countries
-  Participation in international conferences

Activity 2: Creation, implementation, evaluation 
and monitoring of the national human resources 
development plan
-  Evaluation of the national plan for human 
    resources development 
-  National committee for human resources 
    development
-  Creation of a country healthcare profile
-  Observatory

Project Period：Jan. 28, 2014 - Jan. 27, 2018
Project Site：The Ministry of Public Health, Democratic 
Republic of the Congo
Expert：Toyomitsu Tamura, Chief Advisor



68 国立国際医療研究センター 国際医療協力局｜ 2015 年度年報

活動 3：中央保健省を対象とした各種政策文書や
　　　　教育マテリアルの作成支援
-看護師及び助産師養成のための保健省及び高等
   教育省の共通政策策定
-助産教育マテリアル作成
-国家継続教育政策の策定

活動 4：地方３州での州計画策定とその実施支援
-地方３州での州保健人材開発計画の策定
-コンゴセントラル州での保健人材データベースの作成
-地方３州での州保健人材委員会設置と活性化

　以上の活動を通じ、これまで無秩序に実施されていた保健
人材開発に関する課題が、一つひとつ改善の方向に向かいつ
つあります。例えば、コンゴセントラル州における保健人材
データベースの作成を通じ、保健専門職として就業している
にも関わらず、保健人材養成校を修了していない職員がいる
こと、保健人材養成校修了証を偽造している職員がいること
などが確認された。さらに、同じ公的機関で就業しているに
も関わらず、公務員番号を付与されていない者がいること、
複数の者が同じ公務員番号を保有していること、半数以上の
職員の給与が支給されていないことが明らかになり、これら
を解決するための具体的な戦略策定とその実施が開始されて
います。

対象州保健大臣との面談とメディア対応

Activity 3: Creation of national policy and midwifery 
educational materials
-  Formulation of a national policy for nurses and 
midwives in cooperation with the Ministry of Health 
and the Ministry of Higher Education
-  Creation of materials for midwifery education
-  Formulation of a national policy for continued 
training

Activity 4: Creation, implementation, evaluation 
and monitoring of a provincial human resources 
development plan
-  Formulation of a provincial plan for human resources 
development
-  Creation of a human resources database
-  Organization of a coordinating committee in 
intervention areas

   Through the activities of this project, management of 
human resources for health has improved and steadily 
strengthened. For example, several persons working in 
health services despite not graduating from a training 
school were identified as a result of the human resources 
database. Also, the health officers in the Kongo Central 
province were not provided base salaries, many did not 
have a registration number, etc.. As a result of the database, 
provincial strategies for human resources development 
could be strengthened.

本邦研修

保健省大臣官房長官との面談
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ザンビア共和国 / Republic of Zambia
JICA ザンビアHIV/ エイズケア管理展開プロジェクト（SHIMAプロジェクト）
JICA  Zambia Project for Scaling Up of Quality HIV/AIDS Care Service Management （SHIMA Project）

　成人の HIV 感染率が非常に高いザンビア共和国ですが、
HIV サービスへのアクセスはザンビア政府や協力機関の努力
によって年々向上しており、HIV 感染率は緩やかな低下傾向
にあります。（2002 年：15.6%*、2007 年：14.3%*、2013 年：
13.3%*）しかしながら、農村部では HIV 患者を診療できる
施設が限られており、HIV 治療（ART: antiretroviral therapy）
の普及、そしてその質にはまだまだ課題が残されています。
SHIMA プロジェクトはザンビア保健省とともに、地方部に
住むより多くの人々に質の高い HIV 治療を届けることを目
標として、「Quality Care for the Community!!（コミュニティ
の人々に質の高いケアを！！）」のスローガンの下、モバイ
ルサービスによる ART の普及と質の向上を行っています。

　モバイル ART サービスとは、郡の保健局や病院のスタッ
フがチームを組んで郡内のヘルスセンターを定期的に訪問
し、ヘルスセンターの数少ないスタッフとともに ART サー
ビスを提供するものです。それまで数十 kmも離れたところ
から郡の中心部にある病院に通わなければならなかった患者
にとって、近くのヘルスセンターで治療を受けられるように
なれば、通院の負担を劇的に減らすことができます。現状で
は根治が難しい HIV 治療において、ART を長期的に継続す
ることが肝要であり、モバイルサービスは農村部の HIV 患
者の治療継続率を改善させることが期待されています。
 
　2010 年 5 月には「国家モバイルHIV サービスガイドライ
ン」が公式発表され、 ザンビア全国より 10 郡が国家プログ
ラムの対象郡に選ばれました。2011 年にはさらに 5郡が追
加されています。保健省及びプロジェクトの主催で「国家モ
バイル ART プログラム実務者会議」が毎年開催され、関係
者が一堂に会してサービスの進捗や課題、そしてその解決策
について話し合いを行っています。

　プロジェクト開始から約 5 年が経ち、モバイルサービスが
ARTを地方に拡大していくための有効な手段であることが認
知され、今日では 15 郡だけでなく多くの郡で実施されるよ
うになりました。一方で、モバイルサービスには人材、車両
といった資源が必要であり、限られた資源で現行のサービス

協力期間：2009 年 11 月 9日 ～ 2015 年 11 月 8日
プロジェクトサイト：ルサカ州チョングウェ郡、中央州ムンブ
ワ郡、南部州カロモ郡・カズングラ郡
専門家：チーフアドバイザー　駒田謙一

Project Period：Nov. 9, 2009 - Nov. 8, 2015
Project Site：Chongwe District in Lusaka Province, Mumbwa 
District in Central Province and Kalomo and Kazungula Districts 
in Southern Province
Expert：Kenichi Komada, Chief Advisor

   The Zambian government has been strengthening its 
efforts to expand HIV care services to people living with 
HIV (PLHIV), including the introduction and free provision 
of Antiretroviral Therapy (ART), in collaboration with 
cooperating partners. While HIV prevalence in adults has 
been slightly decreasing (15.6%* in 2002, 14.3%* in 2007 
and 13.3%* in 2013), access to ART is still limited in rural 
areas where there are limited health resources. Given the 
urgent need to ensure equity in access to services for PLHIV 
throughout the country, the government is in the process of 
further expanding provision of ART services to communities 
through mobile ART services.
   “The Project for “Scaling up of Quality HIV and AIDS Care 
Service Management (SHIMA)” started in November 2009 in 
cooperation with the Zambian and Japanese governments. 
The purpose of this project is to improve management 
capacity for the expansion of quality ART services in rural 
areas based on the “National Mobile ART Services Scale-up 
Plan”.

   In the “Mobile ART Services” model, an outreach team 
comprising of medical professionals from district hospitals 
visit RHCs (Rural Health Centers) where only a limited 
number of staff members are assigned and regularly to 
provide ART services to the clients in the community in 
cooperation with the RHC staff. The RHC staff gains skill 
through on-the-job practice under the support of the team 
staff. As a result, the center becomes a static ART site after 
graduating from the support of outreach team. With Mobile 
HIV services, clients in community do not have to travel long 
distances and a greater number of clients are expected to be 
retained on ART.

   Five years have passed since the project began. Currently, 
mobile ART services are recognized as a good model to 
expand ART services into rural areas and are now provided 
in many districts in addition to the four pilot districts. To 
sustain and further expand mobile ART services, transition 
from the current mobile ART sites to static sites is essential. 
This will reduces the burden to support current sites and 
will allow the mobile teams to visit other sites. Monitoring & 
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継続と更なるサービスエリアの拡大を図るためには、いくつ
かのモバイルサイトを固定サイトとして独立させていく必要
性が高まっています。プロジェクトでは保健省による「国家
モバイル HIV サービスガイドライン」の改訂を支援し、モ
バイルサイトを固定サイトに独立させていくための道筋を提
示しました。また、改訂版のガイドラインではサービスの質
を担保するため、州や郡保健局が継続的にサービスを監視・
評価するための方法についても提示しています。

　6年間の協力期間を経て、プロジェクトは終了しました。
プロジェクトサイトではモバイルサービスの拡大及びそこか
らの独立が着実に進み、開始当初は 26 カ所であった治療可
能施設は、44 まで増加しました。今後はザンビア人自身に
よって更なるサービスエリアの拡大が図られる見込みです。

* ZDHS：Zambia Demographic Health Survey による報告

Evaluation (M&E) for the services is also important in order to 
maintain service quality. The SHIMA project also supported 
the revision of the National Mobile HIV Services Guidelines. 
The new guidelines focus on not only service delivery but 
also M&E and transition from mobile to static services.

   The SHIMA project ended after six years of collaboration, in 
which the number of facilities providing ART service in the 4 
pilot districts has increased from 26 to 44. Further expansion 
of ART service will be achieved by Zambian officers utilizing 
the lessons learned in SHIMA project.

* from ZDHS: Zambia Demographic Health Survey
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ザンビア共和国 / Republic of Zambia
JICA ザンビア 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

　世界保健機関（WHO）では、ユニバーサルヘルスカバレッ
ジ（UHC）の達成にて、世界中のすべての人が経済的な負担
等なく、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。ザンビアでも公的施設の医療費を原則無料に
していますが、2000 年から 2012 年の 12 年間に平均余命は
16 年長くなり、急激な人口増加と高齢化や医療人材の不足
などが原因で、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 4月の詳細設計調査に基づき、同年 10 月より「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」が開始されました。保健
省と州保健局とともに、郡保健局の保健活動計画の立案から
実施、評価、改善について、地域の状況や情報を分析して、
地域の課題に応じたサービス提供にかかる管理能力強化を技
術支援しています。

プロジェクトの対象
　ザンビア国保健省 治療診断サービス局 、ルサカ州／南部
州保健局、ルサカ郡／チョングエ郡保健局（ルサカ州）、チョ
マ郡／カロモ郡保 4 健局（南部州）

上位目標
　対象地域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。

2015 年度事業

現状調査から郡の活動計画の策定を支援
　対象郡にて、プロジェクト開始から 2016 年 4 月まで
各保健医療施設における基礎的保健サービスの提供状況
について調査を行いました。その結果や既存の情報から、

協力期間：2015 年 10 月 1日～ 2019 年 9月 30 日
プロジェクトサイト：保健省、ルサカ州、チョマ郡、カロモ郡
専門家：チーフアドバイザー　平山隆則
　　　　保健サービス専門家　横堀雄太

   Universal Health Coverage (UHC) is the single most 
powerfu l  concept  proposed by  the Wor ld  Health 
Organization (WHO): all people can receive quality health 
services they need without the burden of financial hardship.
   The Government of Zambia provides basic health 
care services for free to its population. However, the 
management capacity to provide basic health care services 
has yet to be sufficiently developed to reach the entire 
population.
   The project began in October 2015 based on a preliminary 
study conducted in April 2015, with the purpose to reduce 
the number of persons without access to basic healthcare 
services by strengthening management capacity of health 
service provision in the target districts. 

Overall Goal
   Access to effective and quality basic health care services 
for the target areas is improved.

Project Purpose
   Capacity of management in all levels of governmental 
institutions within the target areas for effective and 
sustainable operation of quality basic health care services 
based on health information collected and analysed is 
strengthened.

Features
Developing District Specific Activity Plans (DSAPs)
   The project conducts a baseline survey and identifies 
bottlenecks in health service management in each target 
district. Those districts utilize the findings from the 
surveys and develop DSAPs which aim to reduce those 
bottlenecks. 

Strengthening the management capacity through Plan-
Do-Check-Adjust/Act (PDCA) Cycle
   PDCA cycle is a process management tool. The 

Project Period：Oct.1, 2015 ‒ Sept. 30, 2019
Project Site：The Ministry of Public Health, Lusaka Province, 
Choma Province, Kalomo District
Expert：Takanori Hirayama, Chief Advisor
                 Yuta Yokobori, Health Service Expert
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各郡の状況に応じた郡保健局の保健サービスの改善に焦
点を当て、各郡のボトルネック対策への郡立案活動計画
（DSAP）の作成・立案を支援しています。また、現状調
査の結果からプロジェクトの目標値や活動を明確に改訂
しました。

2016 年度以降の事業

郡立案活動計画（DSAP）の運用を通してマネジメント
を強化し保健サービスの改善へつなげる

　DSAP の運用に必要予算の計上を支援します。活動計
画はマネジメントサイクルである Plan-Do-Check-Act
（PDCA）サイクルに沿った形で作成されており、DSAP
を運用していく中で PDCA サイクルの強化を図っていき
ます。郡でのDSAPの運用を州及び保健省が技術支援し、
連携強化にも寄与していきます。
　郡の活動から得た知見を医療施設が提供すべき保
健サービスの国家の指針である National Health Care 
Package （NHCP）の改定に反映させることも視野に支援
を行っています。

districts follow the four steps, Plan-Do-Check-Adjust/
Act, while carrying out DSAPs. The expected role of the 
Ministry of Health and Provincial Health Offices is to 
provide technical assistance to the District Health Offices 
implementing their activities. Management capacity 
is also strengthened by supporting DSAP activities 
following the PDCA cycle. 

Carrying out project activities to achieve the National 
Health Care Package (NHCP)
   NHCP is a guideline to set standards which are the 
cornerstone of health service delivery at all levels in 
Zambia. Findings acquired through the project are 
reflected in the next revision of NHCP.
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セネガル共和国 / Republic of Senegal

JICA セネガル保健行政アドバイザー
JICA Senegal, Technical Advisor, Cabinet of the Minister of Health

　大臣官房技術顧問の主要な役割は、セネガル国の保健開発
政策に基づいて、日本の協力が効果的・効率的に形成・実施
されるよう、様々な調整作業を行うことにあります。その目
的を達成するため、主に以下の活動を行っています。
1.　官房会議はじめ省内の各種会議に参加し、政策・戦
略に対して助言・調整を行う。

2.　日本の協力内容を省内外の関係者に発信する。
3.　ドナー会合に出席し、情報交換・活動調整を行い、
ドナー間の連携を図る。

4.　保健セクターの現状・課題を把握して、日本の新規
案件形成に貢献する。

5.　日本の事業全体の効果的・効率的実施のため、各案
件への支援・調整を行う。

　これらの活動を行う上で役に立っているのが過去のセネガ
ル経験です。専門家は 2001 ～ 2004 年の 3年間、JICA 保健
人材開発支援プロジェクトのため、セネガルで働いていまし
た。当時のカウンターパートや知人が現在も省内にたくさん
残っており、その多くは幹部となっているため人間関係にも
恵まれ、順調に任務を遂行できています。

　2015 年度の具体的課題としては、ユニバーサル・ヘルス・
カバレージ（UHC）実現に向けた支援、母子保健強化への支
援、人材育成強化支援を中心として取り組んできました。
　主な活動は下記の通りです。
1.　UHC 実現への支援：セネガルでは大統領の強力な指
導下、UHC達成国家計画が進行中です。特に貧困層・
社会的弱者を優先しながら皆保険を実現する計画で、
その支援のため日本の有償資金協力（円借款）を実
現させるために、JICA 本部とも連携しつつ情報取集
を進めました。

2.　新母子手帳の作成：母子保健局は産前から思春期ま
で一貫使用出来る母子手帳を 2010 年から作成開始。
その一部地域での試用と改定を援助し、最終版は大
臣の承認を得て発表式が行われました。

3.　教員用ガイドブックの改訂：看護助産人材の初期教
育の質を向上させるため、人材局が教員用の系統的
ガイドブック作成に取り組んでおり、このガイドブッ
ク案改定を支援。

4.　プロジェクト支援：安全で人間的な出産の全国展開
を遂行中の「母・新生児保健強化プロジェクト第 2
フェーズ」への支援。

5.　他の仏語圏アフリカ諸国も含めた広域案件となって
いる 2事業への支援：仏語圏アフリカ保健人材開発
ネットワーク；仏語圏アフリカ医療機器維持管理技
術強化プロジェクト。

協力期間：2014 年 8 月 17 日～ 2016 年 8月 16 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　清水利恭 

   The main role of the technical advisor is to coordinate 
Japanese cooperation activities in the health sector in 
Senegal in the most effective and efficient way, based on the 
Senegalese health development strategy and national plan.
To achieve this objective, I mainly carry out the following 
tasks:
1.  Participate in several ministerial meetings and provide 
advice regarding the Senegalese health policy and 
strategy;

2.  Advocate Japanese coordination activities to 
concerning Senegalese;

3.  Participate in partner meetings, exchange the 
information, coordinate activities and promote good 
collaboration;

4.  Contribute to the realization of new Japanese projects 
by analyzing the Senegalese health situation and 
challenges;

5.  Support Japanese cooperation activities for their 
effective and efficient implementation.

   This year, I have been working mainly to support the 
realization of Universal Health Coverage (UHC), improvement 
of mother and child health (MCH) and strengthening of 
human resources in health (HRH).
   The President of Senegal is strongly committed to 
achieving UHC with an objective of 75% coverage of the 
population by 2017 and 100% by 2025. To achieve the goal 
of UHC, improving the community-based health insurance 
system in the informal sector and providing free medical 
care programs for the poor and vulnerable populations 
are now underway. To support this ambitious plan, I 
have investigated the current situation and challenges in 
planning new Japanese aid projects, especially development 
program loans.
   Regarding MCH, the Senegalese Health Ministry is 
developing a integrated Mother, Child and Adolescent 
Health Handbook. I provided support for trials conducted in 
some test districts and the handbook’s finalization.
   To strengthen HRH, I supported the Direction of HR to 
revise the comprehensive guidebook for the teachers of 
nurses and midwives.
   Furthermore, I provided support to JICA projects in the 
health sector, such as the Maternal and Neonatal Health 
Strengthening Project, Francophone African Network for 
HRH Development, and Strengthening of the Medical 
Equipment Maintenance Capacity in Francophone African 
Countries.

Project Period：Aug. 17, 2014 - Aug. 16, 2016
Project Site：Ministry of Health and Social Action of the 
Republic of Senegal 
Expert：Toshiyasu Shimizu, Technical Advisor
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セネガル共和国 / Republic of Senegal

JICA セネガル母子保健サービス改善プロジェクト　フェーズ２
JICA Senegal Project to Strengthen Maternal and Neonatal Healthcare Phase 2

　セネガル（以下、セ国という）の人口保健調査（EDS 
2010-11）によると、セ国の妊産婦死亡率は出生 10 万あた
り 392 と推計されています。新生児死亡率も出生 1000 あた
り 19（EDS 2014）と以前に比べると改善はしているものの
（2010 年には 29）、未だ高い状態は続いています。一人の女
性が一生の間に出産する子供の数は 5.3 人ですが、医師、助
産師、看護師（以下、有資格者という）の介助による出産は
65％、出産前健診 4回以上の受診率は 50%と、依然として
低く、都市部と農村部間の格差も見られています。
　こうした状況を背景として、セネガル保健省・社会活動省
は（以下、保健省という）及び独立行政法人国際医療協力機
構（JICA）は、2009 年から 2011 年まで、技術協力プロジェ
クト「タンバクンダ州及びケデゥグ州母子保健サービス改善
プロジェクト」を実施し、国立国際医療研究センターは当初
からその支援に関わってきました。産前健診受診率、有資格
者による出産数、産後健診受診率がセ国内でも低く、妊産婦
及び新生児死亡率が特に高い 2州において、タンバクンダ
州のタンバクンダ保健センター及びコチャリ保健ポストをパ
イロット施設として「根拠に基づく妊産婦新生児ケア」と「人
間的出産ケア」を根幹に活動を行いました。その結果、（1）
コミュニティと医療施設スタッフとのコミュニケーション、
（2）関係者とのコンセプトの共有、（3）5S-KAIZEN 活動を
通じた医療施設内環境改善、(4) 根拠に基づく妊産婦・新生
児ケアの実践、(5) 行政との連携による各種サポート活動（継
続教育、施設・機材整備、リファラルカウンターリファララ
ル強化、モニタリング・評価）をコンポーネントとする「母
子保健改善モデル（以下 PRESSMN モデル；仏語 Projet de 
Renforcement des Soins de Santé Maternelle et Néonatale
の略）」が形成され、実践に必要な詳細を記載した実践マニュ
アルや、コミュニケーションツールが開発されました。

　この「PRESSMNモデル」のパイロット施設での取り組み
の成果をセネガル保健省は認め、リプロダクティブヘルス実
施手順書の中で「根拠に基づく妊産婦新生児ケア」を記載
し、国内に普及・拡大することを決定しました。このよう
に、最も母子保健指標の悪い 2州でインパクトをもたらし
た「PRESSMN モデル」を全国普及・拡大することを目的と

協力期間：2012 年 11 月 15 日～ 2017 年 11 月 14 日
プロジェクトサイト：セネガル全国・セネガル 保健・社会活
動省
専門家：チーフアドバイザー　後藤美穂

   According to the Demographic Health Survey (EDS 2010-
11) for Senegal, the maternal mortality rate in Senegal 
was estimated to be 392 for 100,000 births. Although the 
neonatal mortality rate has improved to 19 in 1,000 births 
(EDS 2014) compared to the past data (29 in 2010-11), it 
still remains high. Total lifetime fertility rate per woman in 
Senegal is 5.3 children, but assistance by a doctor, midwife, 
or nurse (hereinafter referred to as “skilled birth attendants”) 
in delivery remains low at 65% and consultation rate of 
prenatal care of 4 times or more is 50%, with a large disparity 
between urban and rural areas.  

   Under such circumstances as background, the Ministry 
of Health and Social Action in Senegal (“MHSA”, hereafter) 
and Japan International Cooperation Agency (JICA) carried 
out the technical cooperation project called “Project for 
Reinforcement for Maternal and New Born Health Care 
in Tambacounda/Kédougou Region” from 2009 to 2011 
and National Center for Global Health and Medicine was 
involved to assist the project from the beginning. We have 
mainly accomplished the activities on the basis of “Evidence 
based maternity and neonatal care” and “Humanization of 
Childbirth”” by utilizing the Tambacounda health center and 
the Kothiary health post as a pilot facility in Tambacounda 
Region; particularly two regions where indicated lower in 
both consultation rate of prenatal health examination and 
the number of deliveries by “Skilled birth attendants”, but 
higher in maternal/neonatal mortality rate. As a result, the 
Model of Project for Reinforcement for Maternal and New 
Born Health Care (“PRESSMN Model, hereafter <PRESSMN: 
Projet de Renforcement des Soins de Santé Maternelle et 
Néonatale in French>) ” was formed with the following 
components and the practical manual and communication 
tool in detail were also developed as necessary for the actual 
practice. 
1.  Communication with community and medical facility staff
2.  Sharing a concept with the project participants
3.  Internal environmental improvement of medical 
facility through the 5S-KAIZEN activities

4.  Practice of evidence based maternity and neonatal care
5.  Various support activities in collaboration with the 
government

   MHSA has recognized the accomplishment of “PRESSMN 
Model” at the pilot facilities and decided to popularize/ 
expand it in the entire country as describing “Evidence 

Project Period：Nov. 15, 2012 - Nov. 14, 2017
Project Site：All states and regions in Senegal / Ministry of 
Health and Social Action
Expert：Miho Goto, Chief Advisor



V　開発途上国 /日本国内への専門家派遣・技術協力 / Technical Cooperation Overseas and Support for Japan

75

して 2012 年 11 月より技術協力プロジェクト第 2フェーズ
が開始しました。

　第 2フェーズの前半（2013-2014 年）は、セネガル 14 州
のうち 5州（ダカール州、ファティック州、タンバクンダ州、
ケデゥグ州、コルダ州）を選択し、「PRESSMN モデル」実
践マニュアルに沿って、（1）医療施設で働くサービス提供
者とサービスを受けた女性に対する現状調査、（2）「根拠に
基づく妊産婦新生児ケア」研修ガイドブック ( 講師用、受講
者用 ) の開発、（3）現地語による啓発内容の開発と地域ラジ
オ局を通じた啓発活動、（4）人間的出産ケアに関する設備、
機材の開発、（5） 「PRESSMNモデル」導入後の定期的なスー
パービジョン、（6）国際経験共有セミナーの開催を行いま
した。

　2015 年度は、（1）「根拠に基づく妊産婦新生児ケア」研
修モジュールの評価と精緻化；特に「ケアサービスの質改善
に必要なマネージメント：5S/KAIZEN」の研修モジュールに
係る評価とツールの開発を行いました。開発した新研修モ
ジュールは、ダカール州とタンバクンダ州の 2保健区におい
て展開と評価を行い、内容の精緻化を図りました。精緻化し
たモジュールは、新たな 3州（マタム州、サンルイ州、ジ
ルベル州）において展開し、ジルベル州では他のパートナー
（USAID）の支援で州内に普及を図っています。（2）初期教
育カリキュラムへの PRESSMNモデルの統合；保健省人材局
初期教育課と会議を重ね、国家助産師、看護師のカリキュラ
ムへの統合を図りました。また、教育省管轄のダカール大学
医学部産婦人科のカリキュラムにも記載されるようになりま
した。（3）日本国際保健医療学会における発表；「セネガル
保健システムにおける PRESSMN モデル」「ダカール中央保
健区における PRESSMNモデルの取り組みの実際」について
報告しました。（4）PRESSMNモデルを展開した 5州におけ
る効果を測定する調査のプロトコールの作成を支援し、調査
を実施するコンサルタントと調査内容やプログラムについて
方針を共有しました。2016 年度は、本調査結果を踏まえて、
プロジェクトの中間評価が実施される予定です。

based maternity and neonatal care” in the procedure manual 
of reproduction health practice. As just explained above, 
the second phase for the technical cooperation project was 
initiated from November 2012 as a purpose for popularizing/
expanding “PRESSMN Model” which positively influenced 
on the two worst regions with the lowest maternal and child 
health index. 

   5 out of 14 regions in Senegal were selected for the first 
half of the second phase (2013-2014) and the project was 
carried out in accordance with the practice manual for 
“PRESSMN Model” as described below. 
1.  The current situation survey for service providers 
working in medical facility and women receiving the 
services

2.  Development of guidebook for training program (for 
instructor/student)

3.  Development of enlightenment contents in local 
language and enlightenment activities through local 
radio stations

4.  Facility for “Humanization of Childbirth” and development 
of equipments

5.  Periodical supervision after the introduction of 
“PRESSMN Model”

   In 2015, we completed (1) Assessment and elaborating 
the training module of “Evidence-based Maternal and 
Newborn Care”; Especially, we developed an assessing 
method and a tool for the training module of “Required 
Managements to improve Care Service: 5S/KAIZEN”. The 
developed new training module was introduced to two 
health districts, Dakar and Tambacounda Regions and 
completed its assessments, and it led to the elaboration 
of contents. The elaborated module has been introduced 
to three new regions (Matam, San-Louis and Diourbel 
regions) , and we are trying to disperse it within Diourbel 
region with the support of the other partner (USAID). (2) 
The integration of PRESSMN model into early education 
curriculums; We held meetings with Early Education Section 
at Human Resource Bureau of Ministry of Health many 
times, and we tried to integrate it into the curriculums of 
national midwives and nurses. Also, it has been listed in the 
curriculums of obstetrics and gynecology, Medical school at 
Dakar University that is controlled by Ministry of Education. 
(3) Announcements at Japan Association for International 
Health; We reported “PRESSMN model at Senegal Health 
System” and ”The facts for working through PRESSMN 
model at Dakar Central Health District”. (5) We supported to 
create the investigation protocols to measure the effects at 
five regions where PRESSMN model has been introduced, 
and shared the investigation details and the program’s 
policy with the consultant who conducts the investigation. 
An interim assessment of the project that is based on this 
investigation result is going to be conducted in 2016.
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パキスタン・イスラム共和国 / Islamic Republic of Pakistan

JICA パキスタン定期予防接種強化プロジェクト
JICA  Strengthening Routine Immunization （SRI） Project

　2014 年 11 月から始まった当プロジェクトは、ポリオ根絶
のための円借款における付帯プロジェクトとして策定されま
したが、プロジェクトの目的はポリオの予防接種を含む脆弱
な定期予防接種を強化することです。パキスタンでは 2011
年 6 月から地方分権化始まりましたが、それ以来、州政府
が保健政策の実施責任を完全に担うことになりました。この
ことはパキスタンの保健に大きな混乱をもたらしました。州
行政府の能力不足からパンジャブ州を除いて保健システムは
崩壊の危機に瀕しています。

　このような状況において、当プロジェクトは保健人材育成
を通して、定期予防接種に関わる 4つの成果、ワクチン・マ
ネージメントの強化、予防接種サービスの強化、ワクチン予
防可能疾患サーベイランスの強化、住民啓発・教育に関わる
研修とモニタリングを、ハイバル・パクトゥンホア州の中の
対象県 3県を中心に実施しています。2015 年 1 月～ 11 月
までは、州政府の人事の影響を受け、思うように活動が出来
ませんでしたが、昨年末から活動を開始し、スピード・アッ
プを図っています。

協力期間：2014 年 11 月 15 日～ 2017 年 11 月 14 日
プロジェクトサイト：ハイバル・パクトゥンホア州
専門家：チーフアドバイザー　櫻田紳策

   The SRI Project was established in November 2014. This 
project was designed as an ancillary project for polio 
eradication with a loan from the Japanese government. 
The purpose of the project is to strengthen weak routine 
immunization including polio vaccination. In Pakistan, 
decentral izat ion began in  June 2011.  S ince then, 
provincial governments have been fully responsible for 
implementation of the health policy. This change has lead to 
serious confusion regarding healthcare in Pakistan. Except 
Punjab province, the health system is in critical condition 
due to the lack of provincial government capacity.

   Under these conditions, the SRI project intends to 
strengthen vaccine management, immunization delivery 
service, vaccine preventable diseases surveillance and 
social mobilization in communities as four outputs related 
to routine immunization through health human resource 
development, mainly targeting three districts in the Khyber 
Pakhutunkhwa province. The SRI project has accelerated 
its activities since the end of last year, while activities were 
unexpectedly and adversely affected by provincial personnel 
affairs in the first year.

Project Period：Nov. 15, 2014 - Nov. 14, 2017
Project Site：Kyber Pakhtunkhwa Province
Expert：Shinsuke Sakurada, Chief Advisor
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公的機関・国際機関への出向
世界保健機関（WHO）/ 西太平洋地域事務局 （WPRO）
World Health Organization / Western Pacific Regional OFFICE （WHO / WPRO）

　WHO西太平洋地域事務局は、日本を含む 37 加盟国・地
域を担当する事務局で、加盟国における「人々の到達しうる
最高基準の健康を享有すること（WHO憲章）」をミッショ
ンとしています。

母子保健とリプロダクティブヘルスに関して
　妊産婦、新生児、子どもの死亡・疾病の削減を目指し、
2015 年度には以下の業務を実施し、優先国における母・新
生児・子どもの健康に関する政策、戦略、計画の改善に貢献
しました。

1.　WHO推奨の妊産婦ケアガイドラインと各国の国家ガ
イドラインを比較し、齟齬を明らかにした。

2.　新生児健康改善に関する地域活動計画（2020 年まで）
に基づき、各国で、生まれたばかりの新生児に対す
るケアの実施を支援。2015 年 9 月、各国代表を東京
に集め、進捗確認会議を実施。

3.　WHO本部での各種ガイドライン作成会議に出席し、
途上国の現場で使いやすいガイドラインになるよう
提言。

HIV・肝炎・性感染症課HIV 治療ケア、母子垂直感染予防に
関して
　西太平洋地域における新規HIV感染の削減と治療ケアサー
ビスへのアクセス拡大を目的に以下の活動を行いました。

1.　各国におけるWHO　HIV 診断・治療・母子感染予防
ガイドライン改訂及び実施支援

2.　アジア太平洋地域におけるHIV 及び梅毒母子感染排
除タスクフォース会議実施（2015 年 9月 15 ～ 17 日、
北京）

3.　アジア太平洋HIV予防と治療に関するImplementation 
Science Research会議実施（2015年11月29～30日、
東京）

出向期間：  ① 2014 年 7月 6日～ 2017 年 12 月 31 日
   ② 2015 年 3 月 15 日～ 2018 年 3月 14 日
活動地：マニラ ( フィリピン )
対象国：WHO西太平洋地域 37 カ国
専門家：①HIV・肝炎・性感染症課HIV 治療ケア母子垂直感染
　　　　　 予防　石川尚子
　　　　②母子保健課リプロダクティブヘルス医官　永井真理

   The RMNCAH Programme in WPRO is expected to 
contribute to the reduction of mortality and morbidity 
in women and children in the region, which consists of 
37 member states, by providing technical support in the 
development of Re¬productive, Maternal, Neonatal and 
Child Health related policies, strategies, plans and activities. 
The following activities were implemented from April 2015 
to March 2016: 1. Assessment of national protocols to 
identify any gaps or actions needed to strengthen maternal 
health care in the countries, with particular reference to 
WHO recommendations, including those newly issued in the 
past five years; 2. In collaboration with NCGM, organization 
of a progress monitoring meeting in Tokyo on Early Essential 
Newborn Care based on the Action Plan For Healthy 
Newborn Infants in the Western Pacific Region (2014 ‒ 
2020); and 3. Contribution to the development of new WHO 
recommendations and guidelines on prenatal care by a 
guideline development committee. 

   The mission of the HIV, Hepatitis and Sexually Transmitted 
Infections (STI) unit is to support member states in the 
implementation and monitoring of the global health sector 
strategy on HIV/AIDS 2011‒2015 through policy dialogue 
and technical support. It also works with member states 
to adapt and implement the most up-to-date norms and 
standards in the prevention and treatment of paediatric 
and adult  HIV  infection, integrate  HIV  and  other  health  
programmes, and reduce inequalities. In 2015, technical 
support was provided to countries in order to revise national 
guidelines on HIV testing, treatment and also prevention 
of mother-to-child transmission of HIV and syphilis. In 
September, the Asia Pacific Prevention of Parent-to-Child 
Transmission of HIV and Syphilis Task Force meeting was 
held in Beijing and an implementation science research 
meeting on HIV was held in November in collaboration with 
NCGM and the Japanese Society for AIDS Research.

Project Period：  ① Jul. 6, 2014 - Dec. 31, 2017
              ② Mar. 15, 2015 - Mar. 14, 2018
Project Site：Manila, Philippines, 37 Member States and areas 
of the WHO Western Pacific Region
Expert： ① Scientist, Naoko Ishikawa
                  ② HIV Care and Treatment, Mari Nagai
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主な業務内容
　国際医療協力局では、平成 12（2000）年より厚生労働省
国際課に毎年 1名の出向者を出しています。世界保健機構
（WHO）総会や執行理事会、国連合同エイズ計画 (UNAIDS）
の事業調整理事会などの国際機関の会議の参加及びその準
備、グローバルファンドの理事会他関連会議の内容や案件承
認に関するコメント取り纏めなどの業務を行っています。

今期の追加業務
　上記の通常の業務に加えて、今期は、2016 年 4 月に、厚
生労働省がWHOと共催で、アジア 11 カ国の閣僚を招致し
て開催した、アジア AMR東京閣僚会議及び技術専門家会合
の全体実務調整・取り纏めが主な業務となりました。また、
厚生労働大臣による国際保健懇談会及び作業部会の設置支
援、厚生労働大臣の米国出張随行、国際会議「新たな開発目
標の時代とユニバーサル・ ヘルス・カバレッジ：強靭で持続
可能な保健システムの構築を目指して」支援、国際母子保健
手帳会議準備及び野口賞広報支援、WHO改革や拠出金等に
係る対処方針作成調整などの業務を行いました。

主な会議出席
2015 年
第 68 回 WHO 総会及び第 137 回 WHO 執行理事会 (5 月、
ジュネーブ )、第 36 回 UNAIDS 事業調整理事会、WHO本
部ドナー会議 (6-7 月、ジュネーブ )、第 3回非感染性疾患
の予防とコントロールに関する世界調整メカニズム会議作
業部会 5.1（9 月、ジュネーブ）、WPRO地域委員会（10 月、
グアム）、厚生労働大臣による米保健省や世界銀行等との
対話（11 月、ワシントン）

2016 年
第 138 回 WHO 執行理事会（1 月、ジュネーブ）、（WHO
総会準備のための）グローバルヘルス外交ワークショップ
（5月、バンコク近郊）、第 69 回WHO総会及び第 139 回
WHO執行理事会（5月、ジュネーブ）

期間：2015 年 5 月 13 日～ 2016 年 6月 15 日
出向者：課長補佐　宮川雅美

公的機関・国際機関への出向
厚生労働省大臣官房国際課
International Affairs Division, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan  

Period：May. 13, 2015 - Jun. 15, 2016
Staff：Masami Miyakawa, Deputy Director

Main Role
   Each year, the Bureau of International Health Cooperation 
has assigned one member of the staff at the International 
Affairs Division, 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 meetings organized by international organizations 
including World Health Assembly (WHA), Executive 
Board (EB) Meeting by World Health Organization (WHO), 
and Programme Coordinating Board (PCB) by Joint 
United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), and 
coordination of comments on contents of Exective Board 
and other meetings, and approvals of projects by Global 
Fund, etc.

Additional role for this period
   In addition to the above, a major role for this period was 
the overall coordination on the Tokyo Meeting of Health 
Ministers on Antimicrobial Resistance in Asia and the 
technical consultation which MHLW hosted in collaboration 
with WHO and invited health ministers and delegates from 
11 Asian countries. Other incremental works were as follows: 
assistance to establish the advisory board on Global Health 
to the Minister of Health, Labour, and Welfare and two 
working groups under it, attendance upon the Minister on 
a visit to the U.S., assistance at the international conference, 
“Universal Health Coverage in the New Development Era: 
Toward Building Resilient and Sustainable Health Systems”, 
preparation for the International Conference on Maternal 
and Child Health (MCH) Handbook, assistance of advocacy of 
the Hideyo Noguchi Africa Prize, and formulation of policies 
on WHO reforms, financial contribution, and others.

Main meetings or services attended
In  2015 :  The  68 th  WHA  and  the  137 th  WHO EB 
meeting (May, Geneva), the 36th UNAIDS-PCB, WHO /Japan 
bilateral donor meeting (June-July, Geneva), the 3rd Global 
Coordination Mechanism on the Prevention and Control of 
NCDs Working Group 5.1 (September, Geneva), the WHO 
Regional Committee for the Western Pacific (October, 
Guam), Dialogues between Minister of Health, Labour and 
Welfare, Japan and U.S. Department of Health and Human 
Services, World Bank and others (November, Washington)
I n  2016 :  The  138 th  WHO EB  mee t ing  ( J anua ry ,
Geneva) ,  Global  Health Diplomacy workshop in 
preparation for WHA (May, Suburb of Bangkok), the 69th 
WHA and the 139th WHO EB meeting (May, Geneva) 
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国内での活動
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 

　2015 年度も東松島市の希望により支援を継続することと
なりました。前年度と同様、NCGMの事業費で専門家を派
遣するのはなく、東松島市が宮城県から予算を獲得する形で
行われました。NCGMの専門家の旅費や宿泊費が、年6回分、
各回 1名分を東松島市から NCGMに対して支出される形態
で活動を行いました。

　東松島での本年度の活動は、主として以下の通りです。
1.　東松島市保健師・栄養士定例会での助言
2.　活動の対外的な発信
3.　その他：ケニアからのユニバーサルヘルス・カバレー
ジ（UHC）に関する研修（東松島市に受け入れてい
ただきました）

　1. については、隔月で東松島市に訪問し、定例会議に出席
する中で、進捗を確認しました。具体的には、地区担当制を
導入し、その課題共有や解決方法の協議などが行われました。
2. については、論文投稿のほか、色々な機会で東松島の事例
の紹介をしています。3. については、2011 年以来初めてと
なる、ケニアからの研修生の受け入れが実現しました。UHC
に関する研修を行い、地方自治体や民間病院の実情を視察し
ました。

期間：2015 年 4 月 1日～ 2016 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

   In fiscal year 2015, support activities by NCGM (National 
Center for Global Health and Medicine) in Higashi-
Matsushima City continued as requested by Higashi-
Matsushima City.  However, the budget scheme changed. 
Previously, NCGM paid all costs incurred for its support 
activities. However, based on Miyagi prefecture’s assistance 
budget for reconstruction of disaster affected areas 
(including Higashi-Matsushima City) by the Great East 
Japan Earthquake and its related Tsunami disaster, Higashi-
Matsushima City paid for costs incurred by NCGM activities. 
Based on this Higashi-Matsushima budget, NCGM has been 
dispatching staff members to Higashi-Matsushima on a 
continuous basis.
   NCGM activities in Higashi-Matsushima City include the 
following components:
1.　Provision of advice at the regular meetings of public 
health nurses and nutritionists of Higashi-Matsushima 
City

2.　External information distribution of lessons learnt at 
the municipal public health center of Higashi-
Matsushima City and from NCGM support activities

3.　Others: Training for foreign trainees in Higashi- 
Matsushima City

Results
1.　The NCGM dispatches staff members once every two 
months to the public health center in Higashi‒
Matsushima City to support public health nurses and 
nutritionists by attending their regular meetings. 
Discussion in these meetings includes difficulties and 
their solutions related to the “area in-charge” system, 
resulting from the introduction of a new “area in-charge” 
system this year, replacing the previous “topic in-charge” 
system. In this new system, public health nurses must 
manage all health problems in their assigned area.

2.　NCGM has published some academic articles on 
evidence gained through NCGM activities, and has 
presented its findings on Higashi-Matsushima City on 
several opportunities. 

3.　In January 2016, NCGM requested Higashi-Matsushima 
City to accept foreign trainees on Universal Health 
Coverage (UHC).  This was the first case of training in 
Higashi-Matsushima City, and trainees received some 
lectures at City Hall and visited a private hospital. 

Project Period：Apr.1, 2015 ‒ Mar.31, 2016
Ongoing from Jul.1, 2011
Project Site：Higashi-Matsushima City, Miyagi, Japan
Expert：Hidechika Akashi, Advisor
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