
６．国際母子保健医療活動 
（１）平成１３年度事業実施内容 

教育研修 

情報提供 

調査研究 

 

・国際協力事業団中部国際センター（JICA）事業 

「平成１３年度一般特設地域母子保健教育研修コース」実施 （資料６－１）

・ボリビア国サンタクルス県地域医療ネットワーク強化プロジェクトカウンタ

ーパート研修員の研修受け入れ             （資料６－２）

・ボリビア国サンタクルス県における地域保健システム強化プロジェクトへの

活動支援「ボリビア国サンタクルス県における地域保健システム強化プロジ

ェクトに対する短期専門家としての派遣内容とその効果  （資料６－３）

「平成１３年度一般特設地域母子保健教育研修コース」         

実 施 期 間 平成１４年１月１６日から同年２月２５日までの間で、 
当センターを利用する日程（別紙 研修プログラム） 

対象（研修員） ９名（内訳：ボツワナ２人、レソト１人、ウガンダ１人、ジンバブエ１人、 
タンザニア３人、マダガスカル１人） 

カリキュラム ① コースオリエンテーション、ジョブレポート発表会 
② 基礎講義 

・ 日本の衛生行政とその歴史・日本の医療制度 
・ 世界の公衆衛生の流れ・日本とアフリカの関係 

③ 母子保健 
・ 保健所や市町村保健センターの役割 
・ 母子保健と統計学 
・ 周産期保健（周産期ネットワークシステム、日本の助産院の役割、

母子保健と母子健康手帳、母子保健に関わる国際協力の実際、

日本におけるエイズの状況） 
・ 小児保健（新生児の医療、乳幼児健診と健診マニュアル、小児保健にお

ける保健婦の役割、口腔衛生と小児保健、予防接種の歴史と背景） 
④ 環境衛生 

・ 食品衛生・上下水道の果たす役割・感染症サーベイランス 
⑤ 学校保健 

・ 日本の学校保健制度とその歴史・学校医について 
・ 学校健診システム・給食の役割とその歴史 

⑥ 障害者保健医療 
・ 日本の障害者福祉制度・障害者医療 
・ 聴力障害および視力障害の早期発見と訓練 

⑦ アクションプラン作成・発表 
 

 （２）事業実施担当者総括 

   「平成１３年度一般特設地域母子保健教育研修コース」は、JICA においても新設コースであり、 

   当センターは、技術協力という点から、対象者（研修員）の選定やカリキュラム、評価方法など、

今後、検討ながら次の計画に結び付けていく必要がある。 

   また、今後は、国内の外国人家族への母子保健に関する情報提供や相談を受ける体制の整備をし

ていく必要がある。 



（資料６－１） 

  



（資料６－２） 

ボリビア研修生のあいち小児保健医療総合センター内研修 

 

日時  平成 14 年 3 月 6 日（水） 

 

研修対象者 

 Dr. Martinez Monzon Eric Weimar (33) 男性 
 サンタクルス県保健局計画担当マネージャー 
 
 （平成 13 年度ボリビア国サンタクルス県地域医療ネットワーク強化プロジェクト 
  カウンターパート研修員） 
 
  同行者 日本国際協力センター（JICE）西語コーディネーター 
 

 

10:00-10:30 
 現在の小児医療の問題点とあいち小児保健医療総合センターのあり方 
 講師：長嶋正實 
 
10:30-12:00 
 日本における小児保健 
講師：山崎嘉久 
 

12:00-13:30 
 休憩 昼食 
 
13:30-15:00 
 日本の保健所および保健婦の役割 およびその歴史 
 講師：中澤和美 
 
15:00-15:30 
 休憩 
 
15:30-17:00 
 小児の視力障害の早期発見 
 講師：川瀬芳克 
 
 

  



（資料６－３） 

 

 

 

総  合  報  告  書 
 

 

 

 

 

 

  

専 門 家 氏 名： 山崎 嘉久 

派    遣    国 ： ボリヴィア国サンタクルス県 

プ ロ ジ ェ ク ト 名 ： ボリヴィア国サンタクルス県地域保健ネットワーク強化プロジェクト 

The Project for Strengthening Regional Health Network for Santa Cruz Department 

指  導  科  目： 衛生行政、母子保健 

派 遣 期 間 ：

  

自  平成１４年３月１０日 

至  平成１４年３月２４日 

任 国 配 属 機 関 : 

 

ボリヴィア国サンタクルス県地域保健ネットワーク強化プロジェクトへの短期専門家派遣 

本 邦 所 属 先： あいち小児保健医療総合センター 保健センター 保健室 

報 告 書 作 成 日 : 平成１４年３月２９日 

 

 

 

  



１.案件の概要： 

（１） 要請の内容および協力の背景 

 ボリヴィア政府は「国家開発計画５ヶ年行動計画（1997～2002）」で教育、保健を重点分野と位置づけ、特に保健分

野においては第１次保健医療施設へのアクセス改善を重視している。 

 一方、全国規模（９県）での地方分権が進められているが、新しい行政形態に併せた保健サービス・システムの構築

には至らず、現状の保健サービスは依然地域格差や経済格差を顕著に反映したものとなっている。県レベルでは第

１次レベル施設を含む保健医療施設を改善して上記課題に取り組んでいくことが求められており、特にサンタクルス

県では、近年急激な人口増加･居住地拡大が進み、増大する住民ニーズに早急に対応することが必要とされている。 

 このような状況下、ボリヴィア政府はサンタクルス県の地域保健の強化を急務とし、解決の鍵は医療機関間のネット

ワーク構築と下位病院の強化であるとの認識から過去の「サンタクルス総合病院（日本病院）」「サンタクルス医療供給

システム」プロジェクトの実績を踏まえ、同県の地域保健強化に関し日本政府へ協力を要請してきた。 

 今回の短期専門家派遣は、上記案件を実行する「ボリヴィア国サンタクルス県地域保健ネットワーク強化プロジェク

ト」に対して、１）同プロジェクト企画の地方保健行政セミナーにおける講演と地域保健活動の評価、および２）サンタ

クルス県における母子手帳プロジェクト、の２つの分野において専門家としての指導、援助を行うことにあった。 

 

（２） その他の関連事項 

 サンタクルス県イチロ郡のサンファン日本人移住地には、シニアボランティアとして保健医療の専門家が派遣されて

おり、現在派遣中の深沢公子氏は山梨県で愛育活動に深く関わっていた保健師であった。同氏は今回のセミナーに

講師として招かれ、日本の愛育活動についてとサンファン地域での保健活動について講演を行うとともに、我々短期

専門家（山崎および国立国際医療センター国際医療協力局研修課係長 珍田英輝氏）およびプロジェクトチームスタ

ッフとの交流が図られた。 

 1999 年に、同プロジェクトの活動の一環として、サンタクルス県の一部地域（Warnes 地域とサンタクルス市の

Distrito Ⅳ地域）の住民に対して母子手帳が配布され妊産婦検診、乳幼児検診に利用されたが、手帳の印刷費が

C/P 側で負担できず配布が中止されてしまった経緯がある。今回母子手帳プロジェクトを検討するにあたってはその

問題点を整理する必要もあった。 

 

 

 

２.配属機関の受入体制： 

（１） 配属機関及び業務の形態 

 ボリヴィア国サンタクルス県地域保健ネットワーク強化プロジェクトチームは、明石秀親チームリーダのもと、山田吾

郎医師（疫学専門）、山本佐枝子看護師、丸山昌明氏（株式会社アトラスヒューマンサイエンス・医療器材）および斉

藤調整員らの日本人スタッフとともに、Dr.マルチネス（カウンターパート側のプロジェクトチーム内コーディネータ。但

し今回の短期派遣期間中は C/P 研修として同氏が訪日中のため地方サービス課長 Dr.ペレスが代行）、Lic.ロムロ・リ

ベロ（アドミニストレーター：SEDES 当局との調整役）、Sra.ナンシー（事務秘書）、Dra.カミヤ・ノブコ（通訳ほか）、Lic.タ

ナカ・ラファエロ・ミホコ（通訳）、運転手（まだ車両調達が間に合っていなかったが）らのスタッフが、C/P 側の予算で

雇用されていっしょに活動していた。短期派遣期間中には、この他に通訳として中島ミスズさんも加わった。 

 

 

  



（２） カウンターパート 

C/Pであるサンタクルス県保健局SEDESは、県社会開発局の下部組織として位置づけられ、Dr.Nayar保健局長以

下、疫学を担当する部署や母子保健を担当する部署などの担当部署、都市・農村保健地区ごとに保健所(Distrito)

等の組織が置かれている。ただ、例えば母子保健を担当する部署（Atención Persona：AP）の構成員は、Dr. 
Urquizo（Jefe:部長）、Dr Pedro(Segro Basico de Salud 担当の課長)、Lic. Ruth（課長であるとともに女性

問題、リプロダクション担当を担当）、Lic. Carmen（小児の栄養や母子保健の担当）、Lic. Gloria（思春期

保健の担当）で、Lic: Licenciada の人たちはすべて看護婦である。わが国にみられるようないわゆる事務系

の行政官は勤務しておらず一担当一人の体制で事業が行われている。会計年度は１月１日から 12 月 31 日ま

でであるが、短期派遣期間中にはまだ本年度分の予算が配布されておらず同部署でも本年度予算執行計画を

立てているところであった。また政治体制が不安定で（派遣期間中にも知事辞任があった）近く実施される

大統領選の結果によって SEDES 内の人事が大きく変わることが予測されているため、継続的な事業が運営

されにくいとのことであった。この点もプロジェクト実施上の大きな問題点としてあがっていた。 
 

３.活動内容及び業務実績： 

（１） 業務実施計画（当初計画及び調整変更計画との対比） 

 派遣の前半（地方調査とセミナーでの講演と評価）は、予定通り計画が遂行された。 

3 月 18 日にカウンターパートであるサンタクルス県保健局(SEDES)の保健局長、Atención Personaとの協議の結

果、SEDES 当局が母子手帳プロジェクトに対してきわめて強い関心を寄せていることが判明したため、後

半の予定を変更して、ワルネス地域における母子手帳プログラムの事後調査、その後の母子手帳導入に向け

ての会議などが計画、実施された。また、私が地方調査の追加希望を申し出たことにより、プロジェクトチ

ームメンバーの随行を頂くため最終日の予定が変更された。 
 

短期派遣の当初計画と調整変更計画の比較 

当初計画 調整変更計画 日

付 
曜

日 午前 午後 午前 午後 

10 日  日本発  日本発 
11 月  ｻﾝﾀｸﾙｽ着、表敬、

歓迎会 
 ｻﾝﾀｸﾙｽ着、表敬、歓迎会 

12 火 地方調査（ﾜﾙﾈｽ） 地方調査（ﾜﾙﾈｽ） 地方調査（ﾜﾙﾈｽ） 地方調査（ﾜﾙﾈｽ） 
13 水 ｾﾐﾅｰ準備 ｾﾐﾅｰ準備 ｾﾐﾅｰ準備(SEDES 内プロジ

ェクト事務室) 
ｾﾐﾅｰ準備（同左） 

14 木 ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ（挨拶、出席） ｾﾐﾅｰ（講演・質問） 
15 金 ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ（地域活動報告） ｾﾐﾅｰ（講評、審査） 
16 土 CS 訪問（D2） 資料整理 CS 訪問（D2） 資料整理 
17 日 資料整理 資料整理 資料整理 資料整理 
18 月 質 問 受 付

(SEDES) 
質問受付(SEDES) Atención Persona(AP)との

会議 
Atención Persona との母子手

帳に関する協議、FORSA プロ

ジェクト日本スタッフとの協

議 

  



19 火 報告 地方調査（D3） 保健局長への報告、JICA 
ｻﾝﾀｸﾙｽ事務所への報告 

小児病院、日本病院小児科の視

察、夕方より保健局長、AP、
FORSA 会議 

20 水 地方調査（ﾓﾝﾃｰﾛ） 地方調査（ﾓﾝﾃｰﾛ） 地方調査（ﾜﾙﾈｽ・母子手帳に

関する調査） 
地方調査（ﾜﾙﾈｽ）・夕方より保

健局長スタッフと FORSA と

の協議 
21 木 質問受け付け 質問受け付け 地方調査（D3） FORSA プロジェクト日本ス

タッフとの協議 
22 金 資料整理 ｻﾝﾀｸﾙｽ発 地方調査(Felia de Salud) ｻﾝﾀｸﾙｽ発 
23 土 移動 移動 移動 移動 
24 日 移動 日本着 移動 日本着 

 

（２） 活動内容及び業務実績 

  １）計画の達成度（目標の達成度及び具体的成果） 

・ セミナーでの講演と地域保健活動の評価 

3 月 14 日（木）～15 日（金）にサンタクルス市内のホテルにて、地域保健関係者、行政関係者、地域住民な

ど二日間で百名以上が参加してセミナーが行われた。専門家による講演は通訳により日本語からスペイン

語へ逐次翻訳しながらのプレゼンであったが、パワーポイント映像がスペイン語に翻訳されていたこと、通訳

者とは事前準備の段階から綿密に打ち合わせを行っていたことなどにより比較的円滑に行われた。また、質

問内容も的確なものが多く十分な理解が得られたものと考えられる。また、地域保健活動の発表では、寸劇

やプレゼン、写真なども駆使され活発な発表会であった。優秀グループの表彰もおおいに盛り上がり、発表

会の運営方法として有用なものであった。セミナーの達成度としてはかなり満足すべきものであったと考えら

れる。 

・ 母子手帳プログラムへの介入 

母子手帳プログラム介入への検討は、プロジェクト内部では行われていたものの、セミナーの結果として C/P

側が強い興味を示したことから進展した経緯がある。今回の短期派遣期間中で実施されたことは、サンタク

ルス県保健局およびプロジェクトチームそれぞれの方向性として母子手帳を主要な手段（柱）と位置づける

方向性の検討であり、その実施については今後関係各部署、機関等におけるさらなる議論の積み重ねが必

要である。 

 

  ２）計画の妥当性（期間、規模、内容、方法等） 

・ セミナーに関して、出国前からプロジェクトチームと電子メールを用いて情報の交換が行われ内容の検討、

プレゼン資料のスペイン語翻訳が行われたが、セミナー前日にはプレゼン内容、資料内容のチェックと差し

替えなどでかなりの作業量が必要であった。セミナーの準備、運用については、プロジェクトの日本人スタッ

フ、C/P 側スタッフが協力して企画、資料作り、案内をはじめ、当日の進行、事務処理など自分たちでほとん

どすべてを担っていた。セミナーの運営、進行はきわめて円滑で参加者の大きな満足のもとに終了した。計

画は妥当であったと判断される。 

・ 母子手帳プログラムへの介入については、当初の予定を若干変更したこともあり、会議の日程等について多

少窮屈な点があった。本来はもう１週間程度の期間があればボリヴィア国の母子保健施策の担当者などとの

  



会合や導入にあたっての具体的な方法についてもう少し検討することができたかもしれない。しかし、こうい

った行政判断にはタイミングが重要でありその意味では好機を捕らえることができたと考えられる。 

（３） 機材の活用状況、供与効果及び改善点（携行機材、医療特別機材供与等） 

今回の短期派遣では、携行機材、医療特別機材の供与は行われず本項目は省略する。 

（４） 技術移転活動の実際 

  今回の短期派遣は、具体的な技術移転を目的とはしていないため当地における会議や発表技術についての全

般的な印象についてのみ記述する。 

 １）技術移転の内容と実際に採られた方法 

A. 業務環境ならびに技術環境条件 

・ セミナーの開催については人的配置、当日の運営など特に問題となる点はなかった。プレゼン用の機器や

記録用のカメラ等も整えられていた。 

・ 母子手帳に関するSEDES側との会議は、C/P側の日常業務の中に割り込む形で予定が立てられた。このた

め会議開催まで（主に保健局長 Dr. Nayar の）時間待ちのことが多かったが、この状況は日本国内の行政執

務においても同様に起きる事態であると理解された。 

B. 技術項目別の指導難易と技術水準評価 

・ セミナーに参加した保健プロモータたちはよく訓練されておりこのような発表形態に慣れていると判断された。

ただし、その内容を科学的に評価するには集計手法、テーマ選びなど根本的な問題点は残っている。今後

これら住民を指導する保健関係職員への研修、技術援助も必要と考えられた。 

・ SEDES 内の会議においては、それぞれの意見を討議して積み上げるというより、それぞれの分担を一方的

に話して終わっている印象が強かった。また、会議の議事録的な文書を残す習慣があまりないとのことで、

行政施策の実施部署としては問題が残る方法かと判断された。政治による流動的な人事配置など根元的な

問題もあろうがこういった点での積み重ねも必要であるように感じられた。 

C. 円滑な業務実施のコツ 

・ 今回のプロジェクトチームは発足して５ヶ月とのことであるが、プロジェクト内日本人スタッフ内はもちろん C/P

スタッフとの間にも、良好な人間関係がすでに形成されており、この暖かな雰囲気が業務の円滑な遂行の原

動力となっていることが容易に想像できた。私たち短期専門家もその人間関係の輪に容易にとけ込ませて

頂くことができ、セミナーでの成果も十分に上がったと考えられる。そのような関係を形作られた長期専門家

チームの皆様に改めて敬意を表したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ２）成果 

Ⅰ．セミナー関連 

 

・ 講演「愛知県の母子保健衛生行政」 
GERENCIA DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE AICHI 

セミナー１日目（3 月 14 日）に、サンタクルス県、プロジェクト対象地域の市の行政官、母子保健担

当者、保健所職員、地域の医師ほかを対象として、現在の愛知県の衛生行政、保健所の役割などを述べ

るとともに、日本で乳幼児死亡率が顕著に改善した 1950 年前後からの保健所の活動や母子手帳の有用性、

住民参画の具体的な活動について講演した。（講演内容については、添付資料１Seminario.pdf を参照。） 
参加者は約 70 名。講演終了後に以下の質問を受け回答した。 

※質問１：愛知県の看護婦数は？（県職員の中での看護婦数ではなく愛知県で働いている看護婦数） 

※質問２：このうち行政や市町村の保健センターなど保健分野や公衆衛生の分野で働いている看護婦の数？ 

※質問３：また、開業医などの一次医療機関と言われるところで働いている看護婦数は何人？ 

［質問１，２，３回答］ 

 就業看護師数 （平成 10 年 12 月 31 日現在、愛知県衛生年報）就業届で把握しているものです。 

   愛知県総数       27,989 人 

    病院         22,712 、診療所                2,861 

    訪問看護ステーション     608 、老人保健施設             312 

    社会福祉施設             240 、学校                     141 

    保健所                    37 、看護婦学校及び養成所     741 

    その他                   337 

 

※質問４．食生活改善推進員活動においてプロモーター（推進員）には報酬は支払われますか？また行われ

ている功労者への表彰制度とはどんなものですか？また、食生活改善推進員として登録されるためには、ど

のような研修をおこなっていますか？ 

［質問４回答］ 

（１）食生活改善推進員への表彰制度について 

   厚生労働大臣表彰・知事表彰・団体表彰（保健文化賞・南賀屋賞等々）などの受賞対象となっており、

毎年多くの方が受賞されています。 

厚生労働大臣表彰：「栄養関係功労者厚生労働大臣表彰」栄養改善事業功労者…栄養改善の推進に功績の

あった団体又は個人（栄養士、食生活改善推進員等） 

   愛知県知事表彰 ：「栄養関係功労者知事表彰」栄養改善事業功労者…栄養改善の推進に功績のあった

団体又は個人（栄養士、食生活改善推進員等） 

   団 体 表 彰：「保健文化賞」（第一生命主催）保健衛生分野での優れた業績をあげた団体又は個人。 

「南・賀屋賞」（（財）日本食生活協会主催）食生活改善の推進に尽力した団体（食生活改善推進員の市町

村単位組織） 
（２）食生活改善推進員の事前の研修、資格等について 

   食生活改善推進員は、「婦人の健康づくり推進事業（厚生省）」（1978（昭和 53）年）で、その養成・

  



育成・活用について明確に示されるようになりました。現在は、「国民の健康づくり地方推進事業につい

て（厚生労働省）」（1978（昭和 53）年）に盛り込まれ推進されています。食生活改善推進員に対して、

行政（国や県、市町村）からの資格（免許書証など）は与えられていませんが、推進員の養成に当たっ

ての基準が示されており、修了者には実施者（市町村長）からの修了証が交付されます。 

  〔食生活改善推進員の養成〕 

（１） 養成事業の内容としては、地域における食生活を中心とした健康上の問題点やニーズに対応した

地区組織活動を展開していく上で必要な食生活改善や健康づくり等のための知識、技術に関する

次のような事項について４０時間程度行うこととする。 

① 生活習慣病の概要 

② 主な疾病の危険因子とその軽減方策 

③ 食生活プランの立て方 

④ 調理の理論と実習 

⑤ 食品衛生等の知識 

⑥ 組織活動の進め方 

⑦ その他地域における問題点等 

（２）講師は、医師、管理栄養士、保健婦等健康づくりのための専門知識を有する者とする。 

 

質問５．愛知県職員の医師の平均給与と看護婦の平均給与は？ 

［質問５の回答］ 

プロジェクトスタッフとも相談の上、（経済状況の違いから具体的な平均給与額を示しても理解され

ないだろうとの）医師は看護婦のおよそ２倍強の給与を受けていること。県職員の医師給与は、開業医

の半分程度であること、一方民間に勤務する看護婦は県職員看護婦より多くは安い給与であることなど

相対的な数値で示しました。 

 

・ 地域保健活動の報告とこれに対する評価 

セミナー２日目には、プロジェクトが対象としている地域において保健プロモータと Centro de Salud 職

員が共同して行っている８つの地域保健活動が報告された。参加者は地域住民の代表、地域母子保健の関係

職員（市職員、保健所、CS の医師、看護婦、行政官ほか）など約 100 名程度であった。保健プロモータの

家庭訪問による家族計画・母乳推進などの健康教育、母子手帳、結核対策、乳幼児検診、予防接種、栄養改

善など母子保健に関するさまざまなテーマについて寸劇や写真、OHP、人形や時には（トイレの）実物模型

も利用して発表された。どの地域においても住民と保健職員が共同してたいへん活発に実施されている様子

が窺われた。このうち 1. Mineros のチーム、２.Saavedra のチームなどが優秀報告として賞を得た。 
主な内容は以下の通り。 

１．Planificacion Familiar、Municipio;Mineros, Distrito;Norte 
家族計画の指導の様子を住民の代表が寸劇にして紹介。上の子どもが「もうわたしは小さい子の面倒を

見るのは嫌！」というシーンから始まり、保健プロモータが自宅を訪問し、父と母に３か月に１回の避妊注

射を CS に受けにくるように勧める話。父親はそんなことは必要ないとの立場。注射をすると癌にならない？

等の質問。最後には父母がプロモータの意見に納得して終わる。この他 PAI、乳幼児健診など CS において

行われている母子保健活動について写真を用いて紹介があった。 

  



２．Letrines Aboneias  Familiares, Municipio; Gral. Saavedra, Distrito:Norte 
住民と市が協力して自宅用のトイレを改良した話。市が地面の下の部分を負担し、地表の部分を使用す

る家族が負担して実施する。この地方では、雨期になると居住地域も水に浸かってしまい、屎尿が河川に流

れ出し、疫病が流行する。このために、トイレの工夫をおこなうことに。トイレは、設置までは市も手伝う

が設置後のトイレの管理は家族が交代で行う必要がある。 
保健プロモータが各戸を回り、設置後の使用状況、管理状況などを定期的に調べて管理している。この

管理活動により、トイレが有効に利用されている、といった内容の発表であった。 
３．Vigilancia Epidemiológica y Orientación en casos de Riesgo y Salud Sexuol y Reproductiva, 

Municipio; Montero, Distrito; Norte 
４．Atención Integral en el Centro de Salud, Municipio;Santa Cruz, Distrito;Ⅱ Urbano 
５．Actividades de Salud Pública,  Municipioñ Warnes y Okinawa, Distritoñ Warnes 
６．Lactancia Materna, Municipio; Yapakani, Distrito; Ichilo 
７．Libreta Materno Infantil,  Municipio; Santa Cruz de La Sierra, Distrito; Ⅳ Urbano 
８．Traslado de Sede Distaital,  Municipio;Santa Cruz, Distrito; Ⅲ  Urbano  Organizaciones 

comunitarias “El Resdonsarole Populae de Salud”, Municipio;Santa Cruz, Distrito; Ⅲ Urbano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ⅱ．地方調査 

 

 下記の日程でプロジェクト対象地域の保健医療施設に訪問調査を行った。 

 日本病院を中心とする三次施設と、二次病院および一次保健医療施設である Centro de Salud や Micro Hospital

などとの大きな格差、referal system 運用の問題点、医療資材や機材管理の不備などが確認されるとともに、一次施

設は医療施設としては医療資材、人材、資金とすべての面で不備が多いもの、その反面住民保健活動との密接な連

携により住民から強い期待をもって迎えられていることが感じられた。（下記調査の具体的な内容については添付資

料 2 短期派遣活動記録を参照） 

Marzo 12, 2002 
Montero 市  1. Distorito de Salud Norte 

2. 準看護婦養成学校 
3. Hospital Municipal Alfonso Gumucio Reyes 
4. Consejo de Salud Rural Andino, Centro de Salud, Villa Cochabamba 

Saavedra 市 1. Hospital de Desarrollo Bobosi 
2. Abelado, micro hospital 

Mineros 市 
 

1. Centro de Salud 
2. Centro de Salud Hospital Virgen de Fatima 

Marzo 16, 2002 
Distrito Ⅱ 
(Santa Cruz 市) 

1. Centro de Salud Hamacas 

Marzo 19, 2002 
Santa Cruz 市内の小児

医療施設 
1. Hospital de Niño, (Dr Mario Ortiz Suarez) 
2. Hospital Japonés 日本病院の小児科病棟 

Marzo 21, 2002 
DistritoⅢ 
(Santa Cruz 市) 

1. DistritoⅢ保健所 
2. Centro de Salud, Sante Su 
3. Centro de Salud, La Fortaleza 
4. Centro de Salud, Los Olivos 
5. Micro Hospital, Parmar del Oratorio 
6. Felia de Salud (Los Olivos 地区の Mercado にて) 

Marzo 20, 2002 
Warnes 市 母子手帳プログラムについての調査 

1. Hospital municipal Noestra Señora del Rosario 
2. Micro Hospital Municipal, Ignacio Warnes 

Marzo 22, 2002 
Montero 市 Felia de Salud（保健所と地域住民が共同で行う健康祭り）の視察 

Centro de Salud, Villa Cochabamba 近隣の中央公園にて 
 

 

  



Ⅲ．母子手帳に関する協議 

 

今回の短期派遣の後半において、サンタクルス県が県全体として母子手帳事業を起こし、市を指導してゆく方針が

保健局長の Dr.Nayar より表明された。この動きを受けて、FORSA プロジェクトの介入手段の中心として母子手帳を位

置づけ、これに伴う県、市などの行政間の調整や、一次保健医療施設における保健活動、住民活動への支援（研修

会や技術支援）を行うことで地域保健の強化を行うという方向性が示された。その経緯の概要を以下示す。 

（詳細については添付資料 2 短期派遣活動記録を参照） 

Marzo 18, 2002 午前 Atención Persona 事務室において母子保健行政活動について報告を受けた。午後

から母子手帳の有用性について同部署と協議、AP として母子手帳事業を進めたいとい

う意志を確認した。 

Marzo 19, 2002 
 

セミナー内容について前日プロジェクトチームへ報告した内容を基として、サンタクル

ス県保健局長 Dr. Nayar に報告した。（要旨）： 
1. 住民をまきこんだ地域保健活動が継続的にできるように県が支援をすべきでしょ

う。 

2. 母子手帳の有効性（県全体としての住民移動の基本情報は管理されていないが、一

方、CS を中心とた限定された地域の情報としては、かなりのデータが管理され、結

核治療活動、乳幼児の健診、健康教育に有効に利用されている。このような登録を

はじめ様々な保健活動の場面で母子手帳は有効な手段となる。記録を保管し、定期

的に医療統計、保健統計を行うことでのみ有効な施策が生まれる。） 

3. 地域医療システムと地域保健システムの現状と問題点 

Marzo 19, 2002 
（夕刻） 

午後 18 時から保健局長室において、Dr Nayar、Dr Saavedra（Acesor Medico 医療に

関する顧問）、Dr Urquizo (Atencion persona の部長)、Carmen さん（母子保健担当）、

Torrico 氏(Cordinador de Servicio Urbano) 明石先生、斉藤さん、山本さん、通訳ラフ

ァエロさん、山崎で会議が開催された。 
 山崎から、母子手帳の有用性、作成にあたっての留意点などを説明、様々な視点から

討議の結果結論として、Dr Nayar は、母子手帳を県保健局の政策として、県全体に配

布できるよう予算措置を行う方向を表明した。また母子保健課は、これをうけて次の４

つのことを実行してゆくことを宣言した。 
1.SEDES 内の各課と調整して、母子保健に関わる行政施策についてのライフステージ

別の総括を作成。（特に EPI の部署や疫学の部署） 
2.市との調整をうまく取り、市担当者の動機づけを高めるための予算をとれるよう、行

政活動書に入れてゆく。 
３．SEDES のレベルでの母子保健に関する報告書を書くこと、その中の報告項目につ

いて（現在ではあまりはっきりしていないので）明確化して市に報告するようにする。 
４．CAI departemental、CAI municipio に住民の代表や保健プロモータを参加させる 
５．SEDES できちんとした報告書を書いて国に報告する。 
JICA のプロジェクトチーム（FORSA）の方向性はこの会議ではあきらかにはされなか

ったが、とりあえず母子保健を担当する Atención Persona に対して、どのような具体

的な作業が必要かなどの技術援助を行うことが述べられた。 

  



Marzo 20, 2002 午後１８時より Nayar 局長室にて、Dr Nayar、Dr Saavedra、Torrico 氏、明石先生、

斉藤さん、山本さん、ロムロさん、通訳ラファエロさん、山崎で会議。 
Warnes 地域で行われた母子手帳プログラムについての調査報告の後、Nayar 氏より「現

在 6.4%の予算が Segro Basico に使われている。これに少し上乗せするかまたはこの範

囲で節約して母子手帳の印刷費を賄うことはできる。」との発言あり。また Torrico 氏
より「貧困対策として 10%の補助金が政府からおりてくる。そのようなものも利用可能

かもしれない。」との発言があった。 
Nayar 氏の結びのことば「今回 Dr 山崎を迎えて母子手帳の有用性がたいへんよく理解

できた。私は母子手帳事業を県全体に行うことをすでに決断している。まずは県が市と

連携して母子手帳の良さを説明することなどから始めたい。」 

Marzo 21, 2002 母子手帳を中心とした FORSA プロジェクト方針に関する日本人スタッフとの会合が開

かれた。結論として、サンタクルス県ないしはその管轄する市、または国が母子手帳の

導入を決定し、継続的に印刷、配布するような何らかの形をとるのなら、プロジェクト

としては全面的にこれを支援し、かつ FORSA プロジェクトの重要な手段として母子手

帳を位置づけることにする。この場合、支援は母子手帳を作成するまでの技術上の支援

（内容の検討のみでなく、県と市、地域住民などとの連絡調整も含む）と配布後に有効

に運用するための研修会の導入や人材の養成ほかであることなどが話し合われた。プロ

ジェクトの主題である母子保健システムの強化を具体化する手段として今回の検討か

ら、母子手帳を軸としてサンタクルス県の母子保健施策を住民ひとりひとりが享受でき

るよう地域保健システムを強化することを活動の軸に据えること方向性が打ち出され

た。 

 

 

４.総括 

（１） 総括 

 ボリビア国サンタクルス県における地域保健システム強化プロジェクトの活動を支援するため、母子保健

システムに関するセミナーでの講演と母子手帳プログラム導入に向けてのサンタクルス県保健局との折衝に

おける助言や県母子保健担当部署（Atención Persona）との会議、保健所(Distrito)等への指導を行った。 
 セミナーでは１日目にサンタクルス県、プロジェクト対象の市の行政官、母子保健担当者、保健所職員、

地域の医師ほかを対象として「愛知県の母子保健衛生行政」と題して、現在の愛知県の衛生行政、保健所の

役割などを述べるとともに、日本で乳幼児死亡率が顕著に改善した 1950 年からの前後の保健所の活動や母

子手帳の有用性、住民参画の具体的な活動について講演し良好な評価を得た。またセミナー翌日には強化プ

ロジェクト対象地域において、住民から選ばれて活動している保健プロモーターと保健センターによる地域

母子保健活動に関する７つの活動プログラムの紹介があり盛会であった、 
 また県保健局への指導、助言の結果、県保健局とプロジェクトとの会合において保健局長から県域全体で

母子手帳活動を実施するために予算措置を講ずる方向性が表明された。これを受けて JICA プロジェクトで

は「母子手帳を主軸とした地域母子保健活動システム強化、特に地域住民活動と一次保健医療施設(Centro de 
Salud)および保健所（Distrito de Salud）、市当局者などと県保健局との連携の強化」を今後の活動方針とし

て採用する意思決定がなされた。 

  



今回の短期派遣はこれらの動きに少なからず影響を与えたことから有用であったと考えられる。 
 

（２） 今後の対応（協力継続の必要性の有無等） 

サンタクルス県の現状は、Basic Human Needs が一定レベルでは整えられ、その分布に大いなる不均衡はあるも

のの地域保健医療体制に関してある程度の人的、物的な資源を求めることはできる。これらの資源を有効に活用す

るには、母子手帳プログラムをその手段として住民の活動に根ざした保健医療活動を活性化することは有効である

と考えられる。しかし、地域にはそのリーダーとなるべき人材は少なく、不安定な政治基盤も考慮すると、わが国が

地域保健システム強化のためのプロジェクトとして継続的に協力し、母子保健や地域保健に豊かな経験を有する専

門家がくり返し指導することが必要である。このプロジェクト活動は、その有用性において重要度の高い国家間交流

であり、協力継続は必要と考えられる。 

 

（３） 提言及び要望 

現地プロジェクト日本人スタッフとの会合も踏まえた上で、同プロジェクトに対する提言を述べる。 

プロジェクトの主要課題である「地域保健システムの強化」の具体的実践項目として、過去の「サンタクル

ス総合病院（日本病院）」「サンタクルス医療供給システム」プロジェクトなどの実績を踏まえて、母子保健に関するリ

フェラル－カウンターリフェラルの強化、住民保健活動の強化、医療機材管理システムの構築、SISME を

含む救急医療システムの強化などなどが検討されてきた。現在のサンタクルス県の保健医療システムは、保

健と医療が分離されずに一次、二次、三次の機関による referal system が形成されている。その活動の実態

としては、一次の機関は保健活動により重点がおかれ、二次・三次機関は医療活動により重点がおかれてい

る。これまでのシステム強化は二次・三次の医療システムの強化が主眼であったが、今回のプロジェクトで

はすでに母子保健システムの強化が決定されている。今回の検討から、これを具体化する手段として母子手

帳を主軸に据えたプロジェクト活動の方向性が決定されたことになる。この方向性が有効に活用され、サン

タクルス県の母子保健施策を住民ひとりひとりが享受できるよう同地域の保健システムが強化されることを

切に願っている。 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


