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開発途上国への専門家派遣・技術協力 / Technical Cooperation Overseas

カンボジア王国 / Kingdom of Cambodia

JICA	UHC 達成に向けた保健政策アドバイザー
JICA	Policy	Advisor	to	the	Central	Ministry	of	Health

　本アドバイザー職は、カンボジア国のユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジ（UHC）達成に向けた、保健財政・健康保
険や保健人材育成を含む政策・制度・戦略計画に関し、政策
的・技術的助言、支援を行うことを目的に、今回新たに派遣
されることになった案件です。新型コロナウイルス感染症流
行の影響をうけ、赴任が遅れていた「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」のチーフアドバ
イザー（次ページ参照）としての派遣に合わせて、併任する
形で 10 月より派遣されることとなりました。想定されてい
る活動は、① 保健セクターの関連情報の収集・分析、ドナー
協調支援、② 第 4 次保健戦略計画策定支援を含む、保健省
に対する政策助言、③ JICA 事業の実施・形成支援を含む、
JICA 協力戦略に対する助言、でした。
　着任後は、効果的な助言を行うことができるよう、カンボ
ジアの保健セクターの状況分析にまずは注力しました。国立
母子保健センターや国立小児病院、国立カルメット病院、ス
バイリエン州病院やコンポンチャム州病院、その下のリファ
ラル病院やヘルスセンターなど、公的病院の視察に始まり、
クンタボッパ小児病院や、ジャパンハートの支援する病院、
サンライズ病院など、チャリティーを含む市立病院の視察、
国立公衆衛生研究所やパスツール研究所などの公衆衛生ラ
ボ、国立血液センターや地方の血液銀行の視察、加えて国家
予防接種プログラムやベトナムとの国境での検疫活動の視察
など、積極的に現場の視察を心がけました。また、世界保健
機関 (WHO)、国連人口基金（UNFPA）、国連開発計画（UNDP）、
アジア開発銀行（ADB）、クリントン・ヘルス・アクセス・
イニシアチブ（CHAI）など、開発パートナーとのオンライ
ン会議などを行った他、月に一度開催される、保健パートナー
グループ会合にも継続参加しました。
　カンボジア保健省から期待される、第 4 次保健戦略計画
策定支援については、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて、必要なワークショップなどを開催することができず、
遅れが出ていますが、WHO の雇用した短期コンサルタント
や WHO の担当官との情報交換を行いつつ、効果的な支援策
について検討を進めています。
　また、この間、日本政府は、カンボジアへの新型コロナウ
イルス感染症対策に幾つかのスキームを使って支援策を打ち

協力期間：2020 年 10 月 5 日 ～ 2022 年 10 月 4 日
プロジェクトサイト：カンボジア保健省 計画保健情報局
専門家：個別アドバイザー　野崎威功真

This advisor position has been established to provide 
technical support for policy and strategic planning to 
facilitate universal health coverage (UHC) in Cambodia. The 
advisor’s assignment was delayed due to the impact of the 
outbreak of COVID-19, but he was dispatched in October 
to serve concurrently with his previous assignment as Chief 
Advisor of the Project on Improving Continuum of Care for 
Mothers and Children, focusing on childbirth and newborns 
(see next page). The expected activities were: (1) conduct 
health sector analysis and support donor coordination; (2) 
provide technical advice to the Ministry of Health, including 
support for the formulation of the 4th Health Strategic 
Plan; and (3) provide technical advice on JICA's cooperation 
strategy, including support for the implementation and 
formulation of JICA’s technical cooperation. 

The adviser first focused on analyzing the situation of 
the Cambodian health sector to provide effective advice. 
He visited public hospitals such as the National Maternal 
and Child Health Center, National Children's Hospital, 
National Calmette Hospital, Provincial Hospitals, and their 
subordinate referral hospitals and health centers, as well 
as private hospitals such as the Kuntha Boppa Children's 
Hospital, hospitals supported by Japan Heart, and Sunrise 
Hospital. In addition, he visited quarantine activities at the 
border with Vietnam. He also attended a series of online/
in-person meetings with development partners such as the 
WHO, UNFPA, UNDP, ADB, and CHAI. He further continuously 
participated in monthly health partner group meetings.

Regarding the support for the development of the Health 
Strategic Plan, the process has been delayed because 
planned workshops have been postponed due to the 
COVID-19 pandemic. The adviser communicated with the 
responsible WHO officer and hired a short-term consultant 
to support this process effectively. 

As Japan has been formulating and providing various 
kinds of support for the Cambodian response to the 
COVID-19 pandemic during this period, the adviser provided 
technical advice on the contents of schemes and the 
selection of equipment to make them more effective. 

Project	Period：Oct. 5, 2020–Oct 4, 2022
Project	Site：Department of Planning and Health Information 
(DPHI), Ministry of Health
Expert：Ikuma Nozaki, Policy Advisor
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出してきました。これらについて、案件の内容や機材の選定
などについて、より有効性の高い支援となるよう、技術的な
見地から助言を行いました。
　国立国際医療研究センターは、国際協力機構（JICA）の技
術支援などに、これまで多くの専門家を派遣してきており、
保健大臣や事務次官をはじめとして、カンボジア保健省とは
強い信頼関係があることを感じます。この期待に応えていけ
るよう、頑張っていきたいと思います。

As the National Center for Global Health and Medicine has 
a long history of collaboration by dispatching many experts 
to JICA’s technical assistance and other schemes, there is a 
strong relationship of trust with people in the Cambodian 
Ministry of Health, including the Minister of Health and the 
Undersecretary. The adviser would do his best to meet these 
expectations.

保健大臣表敬訪問
A courtesy call with the Minister of Health, H.E. Mam Bunheng

ベトナムとの国境施設での検疫活動の視察
Site visit to observe quarantine activities at the border with Vietnam 
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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、カンボジア国立母子保健センターを本
拠地として、同センターと 2 つの対象州であるコンポンチャム
州とスバイリエン州における、分娩時及び新生児ケアの改善
をはかり、残された課題となっている新生児死亡の削減に資
することを目指しています。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の向上、②一
定の割合で発生する病的新生児の治療とケアの向上、③施設
から帰宅した新生児への適切なフォローアップの強化、です。
　今年はプロジェクトの最終年度となる予定でしたが、新型
コロナウイルス感染症のパンデミックをうけ、3 月に長期専
門家が全員退避となり、活動に大きな影響を受けました。5
月に日本から遠隔でチーフアドバイザー職を引き継ぎ、カウ
ンターパートや国際協力機構（JICA）と議論を重ね、8 月に
開催された合同調整委員会において、コロナ禍においても継
続可能な人材育成のためのオンライン教材の開発など、新た
な活動の柱を含むプロジェクトデザインの改訂と、そのため
の１年間のプロジェクト期間の延長が承認されました。
　9 月からは漸次退避中の長期専門家が帰任し、10 月に新
チーフアドバイザーとして現地に赴任することができ、以
降、新しいプロジェクトデザインに従って、精力的に活動に
取り組んできました。今年度の主な成果としては、プロジェ
クトがこれまで進めてきた「分娩時ケア研修」をベースにし
たオンライン教材の開発と、副教材として使用する予定の、
医療者向けスマートフォンアプリケーションである、Safe 
Delivery Apps のクメール語版の開発を行ってきており、近
日完成の予定です。また、昨年度から実施している母親向け
配布教材である「ハンドブック」の試験運用から、継続ケア
を推進するためには、産前検診や産後検診での健康教育をよ
り強化する必要性が明らかとなり、そのための教材の開発と、
教材を効果的に活用するための医療従事者向けのオンライン
教材の開発も並行して実施してきました。来年度はこれらを
活用した研修を実施していく計画です。加えて、12 月には
短期専門家を招聘し、州病院の新生児室に入院する病的新生
児のケアの向上にも取り組みました。また、コロナ禍でも適
切な感染管理を行いつつ、医療を継続していくのに必要とな
る機材の調達も行いました。
　プロジェクトは、残りあと 1 年ですが、カンボジアの母
子保健の未来に貢献できる成果を、一つでも多く残せるよう、
最後まで頑張りたいと思います。

協力期間：2016 年 5 月 16 日 ～ 2022 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　野崎威功真

The IINeoC Project aims to contribute to the reduction of 
neonatal death by strengthening 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 pillars of activities: (1) improving 
intrapartum and immediate newborn care, (2) improving 
the management of sick newborns and preterm/low-birth-
weight infants, and (3) strengthening the follow-up of high-
risk infants discharged from neonatal care units.

This year was intended to be the final year of the project, 
but because of the COVID-19 pandemic, all long-term 
experts were evacuated in March, and our activities were 
greatly affected. In May, I took over the Chief Advisor role 
remotely from Japan, and after a series of discussions with 
our counterparts and the Japan International Cooperation 
Agency (JICA), the Joint Coordinating Committee in August 
approved a revised project design that included new pillars of 
activities, such as the creation of online educational materials 
for human resource development that could be continued 
under the COVID-19 pandemic, and a 1-year extension of the 
project period for this purpose.

In September, the long-term experts who had been 
evacuated gradually returned to Cambodia, and in October, 
I was able to arrive in Cambodia as a new chief advisor. 
Since then, we have been working vigorously according to 
the new project design. This year’s achievements include 
the development of online educational materials based on 
the "Intrapartum Care Training" that the project has been 
working on and the development of a Khmer version of 
Safe Delivery Apps, a smartphone application for medical 
professionals that will be used as supplementary educational 
material. It is scheduled to be completed soon. In addition, 
health education at antenatal and postnatal care visits needs 
to be further strengthened in order to promote continuum 
care, from the pilot study of the handbook, which has 
been distributed to mothers since last year. We have also 
been developing IEC materials for this purpose, as well as 
online educational materials for medical professionals to 

Project	Period：May.16, 2016 – May 15, 2022
Project	Site：Phnom Penh, Kampong Cham, Svay Rieng
Expert：Ikuma Nozaki, Chief Advisor
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effectively use these IEC materials. In the next fiscal year, we 
plan to conduct training using these materials. Moreover, 
we invited a short-term expert to improve the care of sick 
newborns admitted to the neonatal unit of the state hospital 
in December. We have also procured the equipment required 
for continuously providing health care with proper infection 
control measures for COVID-19.

Only 1 year of the project remains, but we will do our best 
to achieve as many results as possible that will contribute to 
the future of maternal and child health in Cambodia.

退避後、ようやくプロジェクトのメンバーが母子保健センターに集合
After the evacuation, the project members finally gathered at the 
National Maternal and Child Health Center

母子・新生児保健の日のイベントでのプロジェクト活動発表
Presentation of project activities on the National Day of Maternal, 
Newborn, and Child Health Events

オンラインで日本とカンボジア（プノンペン、コンポンチャム、スバイリエン）をつないで開催した第 5 回合同調整委員会
The 5th Joint Coordination Committee Meeting was held connecting Japan and Cambodia (Phnom Penh, Kompong Cham, and Svay Rieng)
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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”

　 子 宮 頸 が ん は 予 防 可 能 な が ん で あ り、2020 年 11 月、
WHO より子宮頸がん排除に向けた世界戦略が発行されまし
た。カンボジアでは検診制度が未整備なため、子宮頸がんの
早期発見が難しく、治療へのアクセスが難しいこととも相
まって女性のがん死亡の上位を占めています。国際医療協力
局は、日本産科婦人科学会（JSOG）とカンボジア産婦人科
学会（SCGO）と協力し、カンボジアの子宮頸がん早期発見
に向け活動しています。
　JSOG と 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、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
宮頸がん検診実施などの成果を収めました。引き続き 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」が開始さ
れ、国際医療協力局は事業運営・調整・技術支援といった
プロジェクトの中核を担っています。本事業は、HPV ワク
チン接種が将来的にカンボジアの小学校での集団接種として
導入されることを見据え、対象を小学校教員に広げて健康教
育と検診の普及、質の向上を目指しています。2020 年度は、
COVID-19 の世界的流行およびカンボジアの首都プノンペン
での市中感染発生により、日本人専門家の渡航はできません
でしたが、ウェブ会議や電子メールなどのオンラインコミュ
ニケーションを活用し、活動計画の修正・実施と技術支援を
進めました。

主な成果
• SCGO 事務局のウェブ会議環境整備
• 小学校教員の健康教育ニーズアセスメント調査実施、

報告書作成（クメール語・英語）
• 小学校教員対象の健康教育プログラム案および健康教

育教材案の策定
• 教育省職員・小学校校長への啓発会合開催
• 検診実施施設への HPV 検査機器の供与・設置、検査技

師の技術向上支援

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

With proven interventions to prevent cervical cancer, 
the WHO Global Strategy to Accelerate the Elimination 
of Cervical Cancer was launched in November 2020. In 
Cambodia, due to limited access to effective prevention and 
management services, cervical cancer is a leading cause of 
cancer-related deaths among women. 

Between 2015 and 2018, the Bureau of International 
Health Cooperation (BIHC) provided technical support for 
the "Project for Improving Women’s Health Care of Factory 
Workers Focusing on Cervical Cancer" implemented by 
the Cambodian Society of Gynecologists and Obstetricians 
(SCGO) and the Japan Society of Obstetrics and Gynecology 
(JSOG). The project outcomes included the development 
of educational materials and programs on women's health, 
development of a cervical cancer screening protocol using 
HPV testing, capacity-building for gynecologists at three 
national hospitals, and provision of health education and 
cervical cancer screening to factory workers. In 2019, the 
two societies newly launched the "Project for Improving 
the Comprehensive Services for Cervical Cancer ,” which 
aims to expand health education and screening for cervical 
cancer among primary school teachers. BIHC experts play 
a key role in this project, including project management, 
coordination, and technical support. During fiscal 2020, due 
to the COVID-19 pandemic and outbreaks in Phnom Penh, 
Japanese experts provided technical support remotely using 
web conferences and e-mail networks. 

Main	outputs
• Improved web conference environment of SCGO 

secretariat office 
• Conducted health education needs assessment survey 

of primary school teachers; developed survey reports (in 
Khmer and English)

• Drafted health education program and health 
education materials

• Held an advocacy meeting at the Ministry of Education  
• Installed HPV testing (careHPV®) equipment and 

consumables ,  provided tra ining to pathology 
technicians

• Provided training to SCGO gynecologists (basic lectures, 

Project	Period：November, 2019 – October, 2022
Project	Site：Phnom Penh city
Expert：Rei Haruyama, Shikino Kikuchi, Tomoko Komagata, 
　　　　Hiromi Obara, Noriko Fujita
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健康教育ニーズアセスメントの報告書
Needs assessment survey report

教育省職員・小学校校長への啓発会合開催
Advocacy meeting at Ministry of Education

• SCGO 医師の技術向上支援（子宮頸がんに関する基礎編・
応用編講義、検診マニュアルの見直し、子宮頸がん台
帳のデータの分析）

• SCGO ウェブサイトの改善（一般女性を対象としたプ
ラットフォームの新設）

• 第 19 回 SCGO 年次総会のハイブリッド開催支援、日本
人医師（JSOG/NCGM 春山）による発表

advanced lectures, review of screening manual, analysis 
of cervical cancer test registry data) 

• Improved the SCGO website (added a new platform for 
general women)

• Supported the conduct of the 19th SCGO annual 
meeting (hybrid) and gave a presentation (Haruyama, 
JSOG/NCGM)

HPV 検査機器の供与・設置
HPV testing equipment installation 

SCGO 医師の育成
Training of SCGO gynecologists
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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。
　2020 年度は、2019 年度に引き続き、新型コロナウイルス
感染症の検査／診断およびサーベイランス強化のための技術
作業部会のコアメンバーとして世界保健機関（WHO）や米
国疾病予防管理センター（US-CDC）と協働し、その流行へ
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
高い検査実施のための精度管理強化、サーベイランス強化に
対する技術支援を主に行いました。さらには、HIV と結核の
技術戦略部会に主要メンバーとして、国家戦略計画（2021-
2025）や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）の効果的な実施、モニタリングに対する技
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 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にかかる国家報告書お
よびその啓発のための一般市民向け啓発動画の発行、細菌学
検査に対する外部精度管理および薬剤耐性菌サーベイランス
システム強化のための e ラーニングコース開講などの成果を
上げてきました。
　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、AMR 対
策や新型コロナウイルス感染症のような新たな感染症への準
備および対応を含む感染予防・管理（IPC）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、それらを強化するための技術協力案件を 2021
年度は立ち上げ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 
Antimicrobial Resistance (AMR) control programs and to 
improve the quality of laboratory services related to those 
national programs.

In fiscal 2020, as a response to COVID-19 epidemic, the 
expert Dr. Miyano continued to provide technical support 
for establishing and expanding national test and diagnosis 
systems, strengthening quality assurance for safe and 
quality testing, and strengthening national surveillance 
system as a core member of the national Technical Working 
Group for strengthening testing/diagnosis and surveillance 
system together with the World Health Organization (WHO) 
and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (US-
CDC). He also contributed to the implementation of the new 
National Strategic Plan on TB and HIV (2021-2025) and the 
Global Fund Concept Note (2021-2023) as a core member 
of the Technical Strategic Group of HIV and TB. In addition, 
to promote the implementation of the National AMR Action 
Plan (2017-2021), he provided technical support to the 
National Health Laboratory (NHL) to function as the National 
AMR Coordinating Center (NACC). The NHL could publish 
the first national report on the AMR awareness survey (2020), 
and an educational video for AMR awareness razing among 
the general public and launched an e-learning course for the 
laboratory specialists to strengthen external quality control 
and AMR surveillance systems for bacteriological tests and 
diagnosis.

In Myanmar, the public health system for early detection 
and response to outbreaks of infectious diseases is very 
weak. In particular, there are still few effective measures for 
infection prevention and control (IPC), including measures 
against AMR and responses to new infectious diseases such 
as COVID-19. Since there is a considerable demand for new 
support to help improve the capacity to prepare for and 
respond to such public health emergencies, in fiscal 2021, 
he will establish a new technical cooperation project to 
strengthen such capacity in cooperation with the Ministry of 
Health and Sports, Myanmar.

Project	Period：Aug. 5, 2019 - Aug. 4, 2021
Project	Site：All states and regions in Myanmar
Expert：Shinsuke Miyano, Advisor
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新型コロナウイルス感染症の検査診断の
ための動画撮影を監修中
Supervising video recording for laboratory 
diagnosis of COVID-19

ミャンマー初の AMR に関する全国意識調査およびその啓発動画の発表
Releasing the first national AMR awareness survey report and its educational video 
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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、モンゴルの地域において主に医師の卒
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。2020 年 12 月に終了し、2021 年 1 月からは看護
師も対象に含めた第 2 フェーズが開始されています。
　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、並びに地域
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。
　プロジェクトの活動は 2020 年 12 月に終了しましたが、
主な成果として医師の育成に必要となる研修病院の設置基準
や指導医の資格要件を大臣令として発令するための技術的ア
ドバイス、世界基準に則った標準的カリキュラムの開発、指
導医を育成するための指導医養成研修の開発と実施支援など
があります。これらの活動の結果、2018 年 10 月から、モ
ンゴルで初めてとなる地域での臨床研修（総合診療研修）が
開始されました。
　また医師に対する活動が成果を上げていることもあり、
保健省から看護師の卒後研修に対する支援の要請も受け、
2019 年 3 月からは看護師も対象に加え、看護師の指導者養
成研修の開発などの支援を行いました。
　2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、
人の移動が制限されましたが、オンライン環境を利用した研
修を複数実施し、モンゴル側のニーズに対応しました。さら
に、2020 年 6 月には、現在開始されている第 2 フェーズの
実施が正式に承認され、モンゴル保健省との間でプロジェク
ト実施に関する契約書も取り交わすことができました。今後
は、さらに看護師の育成と総合診療研修を国内に広めていく
ための支援が求められています。
　2019 年 8 月にはモンゴル保健省から、国立国際医療研究
センター（NCGM）に対して名誉賞が授与されています。こ
れはモンゴルの保健分野に対する NCGM の貢献に感謝して
与えられたものです。今後、第 2 フェーズ（「医師及び看護
師の卒後研修強化プロジェクト」）においても、さらにモン
ゴルの保健分野の発展に寄与することが期待されています。

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

This project has been in operation since May 2015 and aims 
to improve the quality of primary and secondary health care 
services in Mongolia by strengthening the postgraduate 
training system, mainly for doctors. The second phase, 
which includes nurses, begins in January 2021.

The project works closely with the Ministry of Health 
(MOH), the organization responsible for the development 
of health-related policies, and the Center for Health 
Development (CHD), the organization responsible for 
implementing health-related policies, as well as 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 departments), train clinical 
training instructors, and strengthen postgraduate training 
management capacities at model sites.

The main outcomes of the project,  which ended 
in December 2020, include technical advice on the 
establishment of standards for teaching hospitals and 
qualifications for medical trainers, the development of 
a standardized curriculum in accordance with global 
standards ,  and support  for  the development and 
implementation of training programs for medical trainers. As 
a result of these activities, the first clinical training program 
in community hospitals called general practice training was 
launched in October 2018.

In addition, due to the success of activities for physicians, 
the Project received a request from the Ministry of Health 
to support postgraduate training for nurses. Therefore, we 
added nurses to the scope of activities from March 2019 and 
provided support for the development of training programs 
for nurse leaders.

In fiscal year 2020, activities were restricted due to the 
spread of COVID-19, but we responded to the needs of the 
Mongolian side by conducting several training programs 
using the online environment. Furthermore, in June 2020, 

Project	Period：May 11, 2015 – Dec. 31, 2020
Project	Site：Ulaanbaatar and others
Expert： Nobuaki Inoue, Chief Advisor
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総合診療研修を広報するための活動。NCGM の増田英明広報企画室長から、戦略的広報活動に関するワークショップを開催（写真左）、その後メンバー
が集まって広報活動に関する映像資料の作成を行った（写真右）
Activities to publicize the general practice training program. Mr. Hideaki Masuda, Director of the Public Relations and Planning Office of the NCGM, gave 
a workshop on strategic public relations activities (photo on the left), after which the members gathered to create video materials on public relations 
activities (photo on the right).

2020 年 10 月 20、21 日には国際医療協力局の馬場俊明医師により「研修プログラムの評価」（写真左）、11 月 10 日には池本めぐみ看護師、森山潤看護
師により医療安全に関する研修（写真右）をオンラインで行った
On October 20 and 21, 2020, Dr. Toshiaki Baba of the Bureau of International Health Cooperation conducted lectures to evaluate the training program 
(photo on the left), and on November 10, 2020, nurses Ms. Megumi Ikemoto and Mr. Jun Moriyama conducted online training on medical safety (photo 
on the right)

the implementation of the second phase of the project, 
which is currently underway, was officially approved, and 
we were able to sign an agreement with the Mongolian 
Ministry of Health to implement the project. Currently, 
support is required for the further training of nurses and the 
dissemination of general practice training in the country.

The Ministry of Health of Mongolia awarded an honorary 
award to the National Center for Global Health and Medicine 
(NCGM) in August 2019. This was given in appreciation of 
the NCGM's contribution to the health sector in Mongolia. 
It is expected that the NCGM will further contribute to the 
development of the health sector in Mongolia in the second 
phase (“Project for Strengthen Post-graduate Training for 
Medical Doctors and 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～ 2022 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, 2022
Project	Site：Vientiane Capital, Lao PDR
Expert： Hironori Okabayashi, Health Policy Advisor

　本アドバイザーは、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ことを目的として派遣され、以下の支
援を行っています。

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 年に引き続き、第 9 次保健開発 5 か年計画（2021-
2025）の策定、保健セクター改革戦略枠組（2013-2025）の改定、
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
セクターワーキング・グループ会議の開催を、WHO ととも
に支援しました。個別の保健課題については、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。また、保健人材免許登録システム戦
略（2016-2025）の中間レビューの実施を支援し、保健人材
免許登録システム構築の進捗を確認するとともに、今後の進
め方について提言をしました。さらに、病院認証制度の推進
と保健医療施設の会計管理強化を行うための新規 JICA 技術
協力プロジェクトの形成支援を行いました。
　なお、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行のために、
2020 年 4 月から 9 月までの半年間は避難帰国となり、日本
からリモートにより支援を行いました。また、協力期間が 1
年間延長され、2022 年 5 月までとなりました。
　主な活動成果は以下のとおりです。

1. 第 9 次保健開発 5 か年計画（2021-2025）（保健大臣
承認済）

2. 保健人材免許登録システム戦略（2016-2025）の中間
レビュー報告書（今後の取り組みに関する提言を含む）

3. 新規 JICA 技術協力プロジェクト形成（保健省から要
請書提出、日本政府による採択済）

JICA dispatched the health policy advisor to assist 
the Ministry of Health (MoH) of Lao PDR in effectively 
implementing the Health Sector Development Plan 
and proceeding with further Health Sector Reform in 
collaboration with other development partners by providing 
the following support:

1. Improving health policies, strategies, plans, and 
activities to achieve universal healthcare coverage;

2. Strengthening the sector-wide coordination 
mechanism for healthcare;

3. Strategizing assistance from Japan to the health 
sector in Lao PDR.

Continuing from 2019, the advisor assisted MoH in developing 
the 9th Health Sector Development Plan (2021-2025), revising 
the Health Sector Reform Strategy and Framework (2013-
2025), and organizing the Sector Working Group meetings, 
a platform through which the MoH can coordinate with 
development partners, in collaboration with WHO.

For specific health topics, the advisor assisted MoH in 
establishing a hospital accreditation system to improve 
healthcare services and improving the National Health 
Insurance System in collaboration with other development 
partners. The advisor also assisted MoH in conducting 
the midterm review of “the Strategy on the Healthcare 
Professional Licensing and Registration in Lao PDR 2016-
2025” to review progress and make recommendations on 
moving forward. In addition, the advisor supported the 
formulation of a new JICA technical cooperation project to 
implement the hospital accreditation system and strengthen 
the accounting management of healthcare facilities.

Due to the COVID-19 pandemic, the advisor had to 
evacuate and return to Japan for six months from April to 
September 2020 and provided support remotely from Japan. 
JICA has extended the cooperation period for one year until 
May 2022.

The main outcomes contributed by the advisor are as 
follows:

1. The 9th Health Sector Development Plan (2021-2025) 
(Endorsed by the Minister of Health)

2. The midterm review report of “the Strategy on the 
Healthcare Professional Licensing and Registration in 
Lao PDR 2016-2025” (including recommendations for 
moving forward)

3. Formulation of a new JICA technical cooperation 
project (submission of the proposal by MoH, already 
approved by the Government of Japan)

保健人材免許登録システム戦略（2016-2025）
中間レビュー結果コンサルテーション会議（2021 年 2 月）
Consultation meeting on the results of the midterm review of the strategy 
on healthcare professional licensing and registration in Lao PDR 2016-
2025, February 2021
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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・ヘルス・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」の施策を講じたことで、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。5 年間の活動を経て、ラオス保健医療サービスの質改
善（QHC）プロジェクトは、保健省のパイロット地域であっ
た南部 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）の医療施設で提供される保健医療サービス（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、
産後ケア等）と質管理体制の質を改善しました。また、ラオ
スの実情と価値観を反映しながら「質改善モデル」を開発し、
(1) 病院の質改善委員会の設置・運用、（2）改善計画の作成・
改訂、（3）段階的な質改善活動の実践を全国の病院に普及
するための「質改善モデルガイドライン」を作成しました。
　同ガイドラインは、その「県内への普及実践ガイド」とと
もに保健大臣が承認し、保健省によって全国の県以上の病院
と保健局を対象とした「全国展開会議」とその実践を促す「全
国トレーニング」が開催されました。また、今年 4 回目を
迎えた「ラオス保健医療サービスの質改善フォーラム」の開
催によって、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できました。同フォーラムは保健
副大臣が座長を務め、「質改善モデルは、予算を持たないと
できない大きく難しい質改善の課題だけでなく、予算がほと
んどかからずにすぐに取り組める質改善の課題があることを
教えてくれた」とのお言葉をいただきました。
　これをもって、ラオス・日本共同プロジェクトの 5 年間
の活動は終了しましたが、ラオスの医療の質・安全の取り組
みはまだ草創期です。今後のさらなる発展が期待されます。

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 are essential for achieving 
universal health coverage (UHC). Hospitals in Lao PDR started 
to improve the quality and safety of the health care they 
provide after the implementation of the “Five Goods and 
One Satisfaction” policy by the Ministry of Health, Lao PDR. 
After 5 years, the Project for Improving Quality of Health 
Care Services (the QHC project) has improved the quality of 
seven health care services (encompassing the outpatient 
department, inpatient department, toilets,  care for 
postpartum hemorrhage, care for eclampsia, prenatal care, 
and postpartum care) and quality management systems 
in health facilities in four southern provinces (Champasak, 
Salavan, Sekong, and Attapeu). Additionally, the Project 
developed the Quality of Health Care Model (QHC Model), 
reflecting the sense of values and the current situation in 
Laos. To promote the practices of (1) the establishment and 
operation of the hospital quality improvement committee, 
(2) the developing and updating of improvement plans, and 
(3) cycles of stepwise quality improvement activities, the 
Project developed “The QHC Model Guideline.”

The minister of health, Lao PDR approved “the QHC Model 
Guideline” as well as its “Practical Guide for Implementing 
the QHC Model at District Level.” For the dissemination 
of “the QHC Model Guideline” and the promotion of the 
practices of “the QHC Model,” the Ministry of Health held 
the “National Dissemination Meeting” and the “National 
Training” on the QHC Model. Additionally, health officials 
and professionals shared and discussed their practical 
experiences of quality improvement activities in “the 
fourth Lao Forum on improving the quality of health care 
services.” The Vice Minister of Health, Lao PDR chaired the 
forum, giving the speech “the QHC Model teaches us that 
we have topics of quality improvement that can be started 
immediately with fewer resources while we have tended to 
excuse not doing big quality improvements due to lack of 
resources”.

This Lao-Japan Cooperation Project ended its 5-year 
activities. However, Lao efforts on quality and safety in 
healthcare are still at the early stage. Further development of 
the efforts on quality and safety in healthcare are expected 
in 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
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「第 4 回ラオス保健医療サービスの質改善フォーラム」での
ラオス保健副大臣による開会スピーチの様子
Opening speech by the Vice Minister of Health, Lao PDR at “The fourth 
Lao Forum on Improving Quality of Health Care Services” (January 19, 
2021)

「第 4 回ラオス保健医療サービスの質改善フォーラム」で同フォーラム
の成り立ちとその意義を説明する村井チーフアドバイザー
Remark from the project’s Chief Advisor (Shinsuke Murai) on the history 
and rationale for the series of the Lao Forums on Improving Quality of 
Health Care Services (January 19, 2021)

「病院の質改善モデルの全国トレーニング」で講師として活躍する
プロジェクトカウンターパート
Project counterpart played a role as lecturers in the national training for 
the QHC Model (January 21, 2021)

ラオス保健省治療リハビリテーション局長から村井チーフアドバイザー
（左から 5 番目）と神田専門家（左から 3 番目）に保健大臣署名の感謝

状が授与された
Dr. Murai (fifth from the left) and Ms. Kanda (third from the left) were 
awarded certificates of appreciation signed by the Minister of Health 
from the Director General of the Department of Healthcare and 
Rehabilitation, the Ministry of Health, Lao PDR (January 22, 2021)
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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
（DQHP	Project）

　ラオスでは、医師、歯科医師、看護師、助産師などの保健
人材の不足に加え、人材の地域偏在や質も課題です。国際医
療協力局から専門家を派遣してきた、過去 2 つの JICA 技術
協力プロジェクト（2005 ～ 2010 年、2012 ～ 2016 年）では、
保健人材の育成に関する行政制度の基盤が整備され、免許登
録制度の国家戦略が策定されました。2018 年から開始され
た本プロジェクトは、国家戦略に基づき、法的枠組みの整備、
国家試験の実施、免許発行登録の基準と方法の構築について
支援しています。
　プロジェクトでは、3 つの期待される成果が設定されてお
り、2020 年度は以下の活動を行いました。筆者は主に、2
番目の成果である看護師 • 助産師国家試験制度の創設および
運用について、技術支援を行っています。

1.	 国家試験および免許登録制度に関する規則の策定
全ての保健人材に共通する免許登録制度の規則が作成さ
れ、発出されました。具体的な免許申請プロセス等、細
部規則や運用等についても、支援が行われています。

2.	 看護師 • 助産師国家試験制度の創設および運用
2019 年 9 月に実施されたパイロット看護師 • 助産師国
家試験結果を分析し、要精査問題の抽出と修正、新規問
題の作成、既存のプール試験問題の整理と問題バンクの
作成、データに基づく本番用試験問題抽出方法等につい
て、支援を行いました。2021 年 1 月には、ラオスで初
となる国家試験が開催され、2020 年度卒業の看護学生
450 名、助産師学生約 242 名が受験し、結果、期待し
ていた合格者数となり、カンターパートからは、「ラオ
スの保健人材の質向上に貢献する大きな一歩」との声が
聞かれました。これに伴い、昨年度作成された国家試験
実施マニュアルの改訂、国家試験問題作成 • 評価マニュ
アルの新規作成を支援し、2021 年度に発行される予定
です。

3.	 看護師国家試験合格者を対象としたインターン研修の
創設および運用
ラオス看護師の習得すべき知識 • 技術 • 態度を明記した、
看護師コンピテンシーの改定支援を行いました。また、
それに基づきインターン研修カリキュラム案を作成しま
した。実施体制等についても議論を重ね、インターン研
修開始に向けた準備を行っています。

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　宮﨑 一起（2020 年 1 月～）

Shortages, regional maldistributions, and the quality of 
healthcare professionals such as doctors, dentists, nurses, 
and midwives are issues in Lao People’s Democratic 
Republic (Lao PDR). The last two JICA technical projects 
(2005–2010 and 2012–2016), in which the National Center 
for Global Health and Medicine (NCGM) dispatched experts, 
have supported the strengthening of the foundation 
of the administrative system and the development of a 
national strategy for the licensing and registration system 
for healthcare professionals. The DQHP project, launched 
in 2018, supports the development of the legal framework, 
the implementation of national examinations, and the 
establishment of standards and methods for licensing and 
registration according to the national strategy. The DQHP 
project has set three expected outcomes and mainly carried 
out the following activities in fiscal 2020.

1.	 Legislation	of	the	National	Examination,	Licensing,	
and	Registration	for	Healthcare	Professionals
Guidelines for the licensing and registration system 
for healthcare professionals were developed and 
issued. We also supported the development of detailed 
regulations and operations, such as specific application 
procedures for licensing and registration.

2.	 Creation	and	operation	of	the	National	Examination	
for	Nurses	and	Midwives
In 2020, we focused on improving question quality. 
After analyzing the pilot national examination results 
for nurses and midwives held in 2019, we identified 
inappropriate questions and modified them. New 
questions were also created, and a question bank was 
developed to effectively manage pooled questions. The 
method for choosing the questions for the exam based 
on statistical data was shared with the responsible 
people. The first national examination for nurses and 
midwives was successfully held in January 2020 in 
Lao PDR. In 2020, 450 and 242 nursing and midwifery 
graduates took the exam, resulting in the expected 
number of successful passing examinees. We supported 
the creation of the revised Implementation Manual for 
the National Examination and the Question Creation 
and Evaluation Manual for the National Examination, 
which will be published in fiscal 2021.

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： Kazuki Miyazaki, Nursing Management Expert
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3.	 Creation	of	an	internship	program	for	new	graduates	
who	pass	the	National	Examination	for	Nurses
We revised the nursing competencies specifying the 
knowledge, skills, and attitudes that Lao nurses should 
acquire. The draft internship program curriculum was 
then developed based on these competencies. The 
details of the implementation are discussed regarding 
the internship program in fiscal 2021.

受験票を持ち国家試験に臨む助産学生
Midwifery graduates waiting for the exam

看護師国家試験の様子
Nursing graduates taking the National Examination

国家試験問題作成ワークショップの様子
Question creation workshop for the National Examination

国家試験当日の試験委員へのオリエンテーション（宮﨑専門家：前列左から 3 番目）
Orientation meeting for the provincial examination committee

国家試験結果の分析について説明する宮﨑専門家（左）
Mr. Miyazaki explaining the analysis of the National Examination results
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コンゴ民主共和国 / Democratic Republic of the Congo

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
ラが破壊されました。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も誰がどこ
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適切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。実際、パイロット州で
は、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、看護師と助産師養成校の能力強化、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の能力強化
に資するための活動を実施しています。2020 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		
• 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 世 界 的 流 行 に よ り、

2020 年 3 月下旬に日本人専門家が退避一時帰国した
ため、12 月初旬に再赴任するまでの間、日本からの
遠隔支援にてプロジェクトを運営しました。

• コンゴ民に再赴任してからも感染予防の観点からパイ
ロット州への移動制限がありましたが、1 月以降は日
本人専門家も出張ベースにてパイロット州での活動を
再開しました。

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	

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”) 
gained independence from Belgium in 1960, its domestic 
infrastructure was destroyed in the civil war through the 
1990s. As a result, the health system has been weakened, 
as have the healthcare workers who work in public health 
facilities and civil servants that are managed and supervised 
by the Ministry of Health. 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 for health workers in the field. 
Some trained health workers are recruited unofficially as civil 
servants by health facilities due to the 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 aimed 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 all who live in the province can receive quality 
health services provided by nurses and midwives, regardless 
of where they live. The project will also attempt 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 
provide opportunities for on-going training for nurses and 
midwives who are already providing health care services in 
the province. The following activities were conducted in fiscal 
2020:

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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• 国家保健人材技術委員会を通じて国家保健人材計画
(2019–2022) をモニタリングしました。

• 中級保健人材養成校国家統一卒業試験の実施を支援し
ました。  

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

• 州保健人材開発計画 (2017–2020) の終了時評価の実
施を支援しました。

• 州保健局が導入した保健人材管理ツール (iHRIS) の運
用にむけた支援をしました。

• 2020 年州保健人材年鑑の作成を支援しました。
• 昨年は 5 校でしたが、2020 年は 6 校の中級保健人材

養成校に対し、新プログラムの導入を支援しました。

　2020 年度は新型コロナウイルス感染症により移動や集会
の禁止・制限が続いたため、年度当初に計画していたコアな
活動は日本人専門家が再赴任した後も日本人専門家が遠隔支
援しつつ、プロジェクトナショナルスタッフとカウンター
パートが実施することとなりました。

1.　Project	management 
• Due to the worldwide spread of COVID-19, all Japanese 

experts were evacuated to Japan in late March 2020, 
so the project was operated remotely from Japan by 
cooperation with national staff of the project and the 
counter parts until early December 2021.

• Even though the Japanese experts were reassigned 
to the DRC in December 2021, there were restrictions 
on moving to the pilot province from the perspective 
of preventing infection. After January 2021, the 
Japanese started to move to the pilot province to 
carry out their activities.

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

• Monitor the National Development Plan for Human 
Resources for health 2019-2022 through the National 
Technical Committee for Human Resources for Health.

• Provide support for a unified national graduation 
examination for secondary paramedical schools.

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

• Support the implementation of a final evaluation of 
the provincial development plan for human resources 
for health 2017-2020.

• Support the operation of the software for human 
resource information systems in health software 
(iHRIS).

• Support the publication of annual statistics for human 
health resources in the province in 2020.

• Support the introduction of a new education program 
(competency-based approach) into six nursing and 
midwifery schools at the secondary level. 

Until the end of March 2021, movement and meetings in 
the DRC were restricted, so most of the project activities 
were carried out through the project’s national staff and 
counterparts under the supervision of Japanese experts.

2021 年 3 月、保健省基礎教育局長とパイロット州保健局基礎教育課長
の同行の下、プロジェクトで介入している 6 校の中級保健人材養成校に
対し教育教材を供与しました
In March 2021, the project provided educational materials to six nursing 
and midwifery schools in secondary level, accompanied by the Director 
of Basic Education of the Ministry of Health and the Director of Basic 
Education of the Kongo Central Province
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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
しユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）達成に資する
ための技術支援を行うことです。これまで主に国立国際医療
研究センターから派遣され、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いました。   
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・
フランス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。 

 
　2020 年 3 月初旬にセネガルで新型コロナウイルス感染症
が報告され、3 月下旬に JICA から緊急一時帰国の指示が出
て帰国したのち、再赴任が認められずカウンターパートにも
挨拶ができないまま任期が終了しました。4 月から 7 月 25
日まで日本から遠隔で行った業務は以下のとおりです。
1. 非感染性疾患（NCD）支援の足がかりとしてそれまで

取り組んできた子宮頚がん早期発見の支援の継続とし
て、子宮頸がんスクリーニング台帳を作成・印刷しま
した。NCD 支援の枠組み案を、JICA 関係者を対象に共
有しました。

2. 新型コロナウイルス感染症に関連する機材供与をアシ
スタント・JICA 事務所の協力を得ながら行いました。

3. 2020 年度の要望調査について JICA と情報共有しました。
4. 最終報告書を作成しました。

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 healthcare systems and achieve 
UHC in line with the health development strategy and 
national plan of Senegal. 

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

health projects in JICA, and support for legalization 
and policy making in the Senegal Ministry of Health 
regarding project results, 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	
JICA: Promotion of the implementation of health care 
cooperation and activities together with the public and 
private sectors of Japan other than JICA in Senegal and 
the provision of technical advice and guidance. 

3.	 Par tner 	 coord inat ion : 	 D i s s e m i n a t i o n  o f  t h e 
achievements of healthcare cooperation between 
Japan and 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 JICA. 

4.	 Policy	 formulation	and	 implementation	support:	
Provision of 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: 
Collection of information on medium- and long-
term issues in the health sector in Senegal and make 
recommendations regarding countermeasures. 

In early March 2020, after the first case of COVID-19 was 
reported in Senegal, JICA instructed members to undergo 
emergency evacuation, and my contract term then ended 
without being able to greet my counterpart or being 
allowed to be reassigned to Senegal. The following activities 
were conducted online until the end of my contract.
1. The cervical cancer screening register was developed 

and printed as a continuation of support for the early 
detection of cervical cancer as a stepping stone for 
NCD support. I shared the proposed framework for NCD 
support with JICA officials. 

2. The provision of equipment related to COVID-19 was 
carried out with the cooperation of the technical 
assistant and the JICA Office.

3. I prepared the final activity report and submitted it to 
JICA.

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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セネガル共和国 / Republic of Senegal

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）」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
ひと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。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（CRFS）、大学（医学部や看護・助産学部）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。
　2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、
2020 年 3 月 26 日～ 11 月 25 日まで退避帰国し遠隔業務と
なりましたが、11 月 26 日より再赴任し以下の活動を行いま
した。
1.	 現状分析調査結果の共有（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

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. This presents a large 
gap with 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," set a target to improve the health 
situation of mothers and children, with the aim of 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. Until now, support 
has been limited to primary- and secondary-level health care 
facilities. Tertiary level hospitals, which have great influence 
as the top of the referral system and serve as the main place 
for clinical training for professional development, have been 
excluded. 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 "maternal and neonatal 
respectful care" across the country by (1) strengthening the 
capacity of the Ministry of Health to accelerate 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.

In 2020, due to the effects of COVID-19, we were evacuated 
and returned to Japan from March to November 2020 to work 

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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remotely, but we were reassigned from November 26 and 
carried out the following activities.
1.	 Sharing	the	results	of	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.

STEP	 1:	 Interviews were conducted in four direct-
intervention regions with the above-mentioned stakeholders 
that were involved in Phase 2 to obtain information on 
the ground, including the 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 visited the 
Health Center where direct intervention was carried out and 
the hospital, and exchanged views with staff on duty and 
pregnant women visiting the hospital. We found that the 
care provided at the Phase 2 intervention sites was high for 
staff and expectant mothers. As there are a large number of 
transferred cases and abnormal deliveries in the hospitals, 
we confirmed that the content of the "respectful care for 
mothers and newborns " interventions needs to be modified 
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 
and training needed to improve care in the hospitals and the 
individual future prospects. We also conducted an survey 
using an observation tool with midwives working in delivery 
rooms. We found that hospitals were busy with a large 
number of abnormal deliveries and transferred cases, and 
unnecessary care was often found within the normal routine 
of medical and midwifery care. The results were compiled 
and distributed to all of the stakeholders. The results of 
the observation survey and the questionnaire survey were 
presented as posters at the 35th Congress of the Japan 
Association for International Health (Joint Congress on 
Global Health 2020).

り、その課題解決策や職務環境改善のためのアイデアを得る
ために、3 段階に分けて調査を行いました。

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。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
ストと同様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。これらの結果を報告書としてまとめ関係各者へ配
布しました。また、観察調査結果およびアンケート調査結
果を第 35 回日本国際保健医療学会学術大会（グローバル
ヘルス合同学会 2020）でポスター発表しました。
第 3 段階：保健省関係者、州医務局・病院・大学・CRFS
の重要人物を召集した拡大ワーキンググループ会議を開催
し、議論しました。

2.	 拡大ワーキンググループ会議の開催（成果１〜３）
　現状分析調査の結果報告と、今までのプロジェクトの
取り組み（フェーズ 1・2）、フェーズ 3 の全体像を紹介す
ることを目的に実施しました。プロジェクトの要となる、
PRESSMN のフィロソフィー１について、改めて参加者と共
有することができました。理解度は個々により異なる可能性
が高いため、今後も引き続きコミュニケーションをとり、ディ

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。
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スカッションを続けていく必要があることがわかりました。
その後の全体討議では「妊産婦・新生児が尊重されたケア」
を実践するためのメカニズム作りのために、各州各施設がど
のような取り組みができるかについて、大学教授・助産師看
護師養成校教員・病院関係者・州医務局関係者などから様々
な意見が寄せられました。病院や教育機関で必要とされる変
化について、ディスカッションを通して様々な提案や懸念事
項を得ることができました。
3.	 研修モジュール改訂作業（成果１〜３）
　拡大ワーキンググループ会議で得た懸念事項や提案を取り
入れ、母子保健局母新生児課カウンターパートと協議し、州
訪問の際に関係者から提案を得てモジュール改訂の骨子とな
るドラフト案を作成しました。今後、合同調整委員会（JCC）
にて承認の予定です。
4.	 新型コロナウイルス感染症に関する活動ほか（成果１〜３）
　新型コロナウイルス感染症の影響により、セネガルでは母
子保健ケアの継続が問題となっており、妊産婦の母子保健
サービスの利用を促進するために、テレビやラジオを通して
の啓発活動をカウンターパートとともに計画策定しました。
妊婦健診や予防接種など、母子保健サービス受診の継続を住
民によびかける内容です。テレビ放送では、保健センターで
の母子保健ケアの様子を背景に、産婦人科医・小児科医・助
産師・看護師が説明する４つのバージョンがあり、一般国民
への啓発活動とともに各専門職へも響く内容となりました。
ラジオは７つのローカル言語で収録しており、地域のラジオ
局でも放送を行い、地元有力紙にも報道されました。
　また、直接介入州医務局・病院・教育機関へ、新型コロナ
ウイルス感染症対策の機材として、マスク、アルコールジェ
ル、医療手袋、フェイスシールド等の物品供与を行いました。　

STEP	3:	An extended working group meeting was held with 
the officials of the Ministry of Health and key members from 
the regional medical offices, hospitals, universities, and CRFS, 
to discuss the issue. 

2.	 Extended	working	group	meeting	(results	1–3)	
The purpose of this meeting was to report on the results of 
the situation analysis survey and to present the overall picture 
of the project's work to date (Phases 1 and 2) and Phase 3. We 
were able to share with the participants once again PRESSMN's 
Philosophy1, which is the cornerstone of the project. As the 
level of understanding is likely to vary from one person to 
another, it became clear that there is a need for continued 
communication and discussion. This was followed by a plenary 
discussion in which university professors, midwives and 
nurse teachers, hospital staff, and regional medical officers 
presented their views on what each facility could do to create 
mechanisms to implement "respectful care for mothers and 
newborns.” Various suggestions and concerns about the 
necessary changes in hospitals and educational institutions 
were obtained through the discussion. 
3.	 Work	on	the	revision	of	the	training	module	(outcomes	

1–3)	
Incorporating the concerns and suggestions raised at the 
expanded working group meeting, and in consultation with 
our counterparts in the Maternal and Newborn Division of the 
Maternal and Child Health Bureau, and with suggestions from 
stakeholders during our visits to the region, we developed a 
draft proposal that will form the basis of the revised module. 
The Joint Coordination Committee (JCC) is expected to be 
approved in the near future.
4.	 Activities	related	to	COVID-19	and	others	(outcomes	

1–3)	
The continuity of maternal and child health care has become 
an issue in Senegal due to the impact of COVID-19. In order 
to promote the use of maternal and child health services 
by pregnant women, we worked with our counterparts to 
develop a plan to raise awareness through television and radio. 
The content of the campaign encouraged people to continue 
receiving maternal and child health services, such as antenatal 
consultation and vaccinations. There were four versions of 
the TV broadcast, with obstetricians, pediatricians, midwives, 

1. The PRESSMN philosophy: The PRESSMN model is a comprehensive 
mechanism to support the development of quality care centered on 
respect for mothers, newborns, and their families to achieve the best 
health outcomes.

拡大ワーキンググループ会議の様子
The expansion working seminar with members of the working group 
(©PRESSMN)
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ジガンショール州病院にて物品供与 
General Hospital of Ziguinchor Region (©PRESSMN)

and nurses explaining maternal and child health care at the 
health center in the background. Radio recordings were made 
in seven local languages and then broadcast on regional radio 
stations and reported in leading local newspapers.
　We also provided COVID-19 equipment such as surgical 
masks, alcohol gels, medical gloves, and face shields directly 
to the regional medical offices, hospitals, and educational 
institutions in the intervention regions. In addition, based 
on the results of an analysis of the current situation, medical 
equipment such as fetal phonocardiography (ultrasound 
stethoscopes), sphygmomanometers, delivery kits, neonatal 
aspirators (Penguin), midwives' uniforms, and T-shirts were 
provided to the maternal wards of hospitals.

　併せて、現状分析調査結果から病院の産婦人科病棟で必要
な物品として胎児超音波心音計（超音波ドップラー聴診器）、
血圧計、分娩キット、新生児吸引器（ペンギン）などの医療
機器や、助産師のユニフォーム、T シャツ等の供与を行いま
した。
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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、競争的なプロセスを経
てポジションに就き、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.

国際機関・国内機関への出向
Deployment	to	International	Organizations	and	Domestic	Organizations
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世界保健機関（WHO）	西太平洋地域事務局
World	Health	Organization（WHO）	/	Regional	Office	for	the	Western	Pacific

　2019 年 11 月に世界保健機関西太平洋地域事務局（WPRO）
にサーベイランス、抗菌薬適正使用、アウトブレイク対策、
感染管理担当の医療システム部薬剤耐性担当官として赴任
しましたが、新型コロナウイルス感染症パンデミック発生に
ともない、2020 年 1 月より WPRO COVID-19 対策チーム併
任となり、臨床管理、感染予防対策、科学研究、フィリピ
ン WHO 国オフィスの感染予防対策担当出向、パプアニュー
ギニア WHO 国オフィスの臨床管理・感染予防対策併任、
WPRO COVID-19 対策チーム各国支援班責任者等を歴任しま
した。新型コロナウイルス感染症対策が長期にわたる中、こ
のパンデミックをある意味好機ととらえ、現在のアウトブレ
イクに対応するとともに、国のとりわけ地方における長期的
な医療システム強化につなげるべく、COVID-19 対策チーム
の中における、医療システム担当として WHO 国オフィスを
通じて各国政府の支援を継続しています。
　薬剤耐性担当官業務については、2019 年 10 月に西太平
洋地域加盟国により承認された Framework for Accelerating 
Acton to Fight Antimicrobial Resistance in the Western Pacific 
Region に基づき、(1) 地域からのエビデンス創出とそれに基
づく啓発、(2) 医療者等専門家団体と協力した薬剤耐性（AMR）
を自分事としてとらえ日常生活の中で薬剤耐性対策を社会的
規範として日々行っていくという AMR movement の推進、(3) 
西太平洋地域の抗菌薬使用量モニタリングシステムの確立と
実装、(4) 薬剤耐性（AMR）システム強化のための抗菌薬使
用量モニタリング、適正使用、サーベイランス、アウトブレ
イク対策を含めた一連の支援パッケージの作成と実施、(5) 
西太平洋地域 AMR サーベイランス・アウトブレイク対策ガ
イダンスの出版を 5 つの主要業務として推進しています。

出向期間：		2019 年 11 月～
活動地：フィリピン・マニラ
専門家：薬剤耐性担当官、COVID-19 対策チーム　西島 健

In November 2019, I started to work as an antimicrobial 
resistance (AMR) technical officer at the World Health 
Organization Regional Office for the Western Pacific 
(WPRO). Since January 2020, when COVID-19 pandemic 
started, I was deployed as part of the COVID-19 Incident 
Management Support Team (IMST) and played a role as a 
clinical management and infection prevention and control 
focal point, research and science focal point, deployment 
to Philippines WHO country office as infection prevention 
and control focal point, and clinical management and 
infection prevention and control focal point for Papua New 
Guinea WHO country office focal point, and pillar lead for 
health service delivery pillar for WPRO IMST. Also as a part 
of Division of Health System and Services in collaboration 
with IMST, I have been supporting some priority countries 
to strengthen care pathway and health system at the 
subnational level to respond to outbreaks in the future.  

Our AMR initiatives are in line with the Framework for 
Accelerating Acton to Fight Antimicrobial Resistance in the 
Western Pacific Region, which was endorsed by the Member 
States in October 2019 during the Regional Committee 
Meeting. We have five priority areas: (1) to stimulate political 
agility by creating evidence in the region, such as AMR 
disease burden estimates in the next 10 years; (2) to raise 
momentum for AMR movement, where acting responsibly for 
AMR becomes a way of life and social norm, in collaboration 
with professional organizations and societies; (3) to develop 
and implement a regional antimicrobial consumption 
monitoring system; (4) To implement a package of system-
building to fight AMR, including antimicrobial consumption, 
surveillance, stewardship, and outbreak response; and (5) 
publication of regional AMR surveillance guidance and 
regional AMR outbreak response guidance.

Project	Period：		November, 2019 –
Project	Site：Philippines, Manila
Expert：Takeshi Nishijima, Antimicrobial resistance, COVID-19 
Incident Management Support Team

新型コロナウイルス感染症の院内感染の感染源調査と対策協力
Outbreak investigation for COVID-19 nosocomial infections in Manila

フィリピン保健省の定例記者会見にて新型コロナウイルス感染症予防
対策について説明 Presentation on infection prevention and control for 
COVID-19 at Philippines Department of Health regular press conference
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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。2020 年度は、昨年度からのユニ
バーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）推進への潮流の一環
で、1 月にタイで開催されたマヒドン王子記念賞会議（PMAC）
2021/UHC フォーラム 2021 の準備とプレナリーの運営を行
いました。その後、新型コロナウイルス感染症が発生し世界
的流行となったため、国際課員として、WHO 等多国間の国
際保健機関との窓口として国際的な動向に関する情報収集と
国内共有、大臣級国際会議の調整、政策文書の協議等を担当
しました。具体的には、WHO や西太平洋地域事務局（WPRO）
における加盟国説明会、新型コロナウイルス感染症に関わる
世界保健総会、WPRO の UHC の技術諮問委員会（TAG）会議、
アジア開発銀行（ADB）総会における財務・保健大臣会合、
G7、G20、日中韓等の等多国間の大臣級会合の準備や運営を
行いました。

出向期間：	① 2019 年 8 月 26 日～ 2020 年 9 月 30 日
　　　　　② 2020 年 9 月 1 日～
出向者：①横堀 雄太
　　　　②大原 佳央里

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

Period：① August 26, 2019–September 30, 2020
　　　　② September 1, 2020–
Staff：		① Yokobori Yuta 

② Ohara Kaori

Since 2000, the Bureau of International Health Cooperation 
has assigned one member of staff to the International Affairs 
Division of MHLW each year. 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),  WHO 
Executive Board, Western Pacific Regional Committee, 
and the Programme Coordinating Board of UNAIDS. In 
fiscal 2020, following the momentum of Universal Health 
Coverage (UHC), the staff worked as a coordinator of plenary 
sessions for the Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 
2021/UHC Forum 2021 in January. Afterward, due to the 
COVID-19 pandemic, the International Affairs Division added 
the role of focal point to communicate with multilateral 
organizations for global health with regard to COVID-19 by 
collecting and sharing information from the international 
society; coordination of ministerial level conferences and 
participation in consultation of policy papers; information 
session on Japanese situations in WHO and WPRO; WHA for 
COVID-19; UHC Technical Advisory Group (TAG) in WPRO; 
and the joint session of finance and hearth ministers in ADB 
general meetings, G7, G20, and Japan-China-Korea health 
ministers meetings. 
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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
省や地方行政機関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出向し看護行政に携
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。また、2020 年度は新型コ
ロナウイルス感染症に対し、全省を挙げてその対策に取り組
んでいることから、感染症対策関連の業務にも従事する機会
がありました。それらの中で、筆者は主に外国人関連業務を
担当しました。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。

出向期間：	2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日
出向者：深谷 果林

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, 2020–March 31, 2021
Staff：	Karin Fukatani

The activities of the Bureau of International Health 
Cooperation in developing countries often involve 
partnering with the government’s Ministry of Health; 
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. 
The author served in the nursing administration for one year 
in the Nursing Division, Health Policy Bureau, MHLW. The 
nursing division is responsible for basic nursing education, 
testing and licensing, the promotion of supply and demand, 
the acceptance of foreign nurse candidates, and training 
systems for nurses 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. Due to the 
nationwide COVID-19 pandemic, there was an additional 
opportunity to be involved in infectious disease control. 
The author was mainly in charge of foreigner-related duties 
and domestic nursing administration. In many developing 
countries, the need to improve the quality of the nursing 
workforce is in line with demand. Working experience in 
the nursing division is utilized in activities in developing 
countries.

オンライン国際会議への参加
Attendance at the International Online Meeting

厚生労働省医政局看護課
パンフレットの作成
Developing a pamphlet for 
the Nursing Division, MHLW

軽症者宿泊療養施設の設置
Creation of a new model for recuperation in accommodation facilities for 
COVID-19 patients with mild or no symptoms
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国際機関・国内機関への出向 /Deployment to International Organizations and Domestic Organizations

　国際医療協力局では、2016（平成 28）年より岡山県保健
福祉部に毎年 1 名程度の出向者を出しています。2020 年度は、
医療推進課と新型コロナウイルス感染症対策本部（新型コロ
ナウイルス感染症対策本部事務局医療調整班）を併任し、県
内における新型コロナウイルス感染症対策の調整と構築、情
報発信等を行いました。具体的には、軽症者用宿泊療養施設
の運営を国際医療協力局の助言をもとに支援したほか、新型
コロナウイルス感染症に関する医療提供体制の確保や調整、
新型コロナウイルス感染症に関する情報発信、クラスター対
応などのシステム（岡山県クラスター対策班：OCIT）構築と
ともに、感染対策の講演や指導を県内全域で行いました。ま
た、保健所や医療機関、大学等との連携を含めた新型コロナ
ウイルス感染症対策に関する協力体制の構築を進めました。

出向期間：	2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日
活動地：岡山県
出向者：市村 康典

岡山県保健福祉部
Health	and	Welfare	Department,	Okayama	Prefecture,	Japan

Period：April 1, 2020–March 31, 2021
Site:	Okayama, Japan
Staff：		Yasunori Ichimura

Since 2016, the Bureau of International Health Cooperation 
has assigned one member of staff to the Health and Welfare 
Department of the Okayama Prefecture Governmental 
Office every year. In fiscal 2020, the staff belonged to the 
Medical Care Promotion Division and the Headquarters 
for Coordination of COVID-19 Countermeasures (Medical 
Coordination Group, Secretariat of the Headquarters for 
Countermeasures against COVID-19), and coordinated 
and established countermeasures against COVID-19 
in the prefecture, as well as disseminated information. 
Specifically, with the advice of the International Medical 
Cooperation Bureau, the staff supported the operation of 
overnight care facilities for people with minor illnesses in 
the prefecture; secured and coordinated the medical care 
provision system for COVID-19; disseminated information to 
medical institutions, welfare facilities, and business offices; 
built a system for COVID-19 cluster responses (Okayama 
COVID-19 cluster Intervention Team: OCIT); and provided 
lectures and guidance on infection control and prevention 
measures throughout the prefecture. In addition, the staff 
promoted the establishment of a cooperative system for 
countermeasures against COVID-19, including cooperation 
with public health centers, medical institutions, and 
universities in the prefecture.
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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

　東松島市への派遣に関しては、2020 年度は新型コロナウ
イルス感染症の影響で行われませんでした。理由としては、
蔓延防止の観点から東京と東松島市の往来が制限されたこ
と、また、東松島市の保健師さんたちも管内の新型コロナウ
イルス感染症対応や、石巻保健所などへの支援のため、通常
業務が多忙になってきたことが挙げられます。
　一方、2021 年 3 月 11 日には東日本大震災の 10 周年を迎
えるため、東松島市の保健師さんたちから災害後 10 年の報
告書を作りたいという要望が挙がっていたことから、代わり
に、昨年度実施された、震災を経験した保健師さんたちのイ
ンタビューや、経験者による若手向け研修会での発表内容な
どを基に、災害後 10 年の報告書案を作成し、これを東松島
市の保健センター職員に提示しました。
　今後は、宮城県での新型コロナウイルス感染症患者の増加
と、ワクチン接種が始まるであろうことから、今後も東松島
市の動きを注視していきます。

期間：2020 年 4 月 1 日～ 2021 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

We did not send any members to Higashi-Matsushima 
City in fiscal 2020 due to the COVID-19 pandemic. That is, 
it was not possible to move between Tokyo and Higashi-
Matsushima due to the possibility of transmitting COVID-19. 
In addition, public health nurses (PHNs) in Yamoto Public 
Health Center of Higashi-Matsushima City became occupied 
with the outbreak of COVID-19 in the city and supporting 
the Ishinomaki Public Health Center of Miyagi prefecture.

However, PHNs in Higashi-Matsushima City wanted to 
make a report compiling their experience over 10 years to 
commemorate the ten-year anniversary on March 11, 2021; 
therefore, we tried to draft a report based on interviews with 
disaster-experienced PHNs in Yamoto Public Health Center 
and their presentations to newcomers after the Great East 
Japan Earthquake and Tsunami Disaster on March 11, 2011, 
and send it to them. 

In the next step, we had to wait for feedback because the 
number of COVID-19 cases is increasing in Miyagi prefecture 
and Yamoto Public Health Center in Higashi-Matsushima 
City will soon start vaccinations; therefore, we will observe 
the actions of Higashi-Matsushima City in the next year 
as well because they are asking us to continue to provide 
support.

Period：Apr. 1, 2020–Mar. 31, 2021
（Continuing from July 1, 2011）
Site：Higashi-Matsushima City, Miyagi, Japan
Expert：Hidechika Akashi, Advisor
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