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包括的プライマリ・ヘルスケア活動のシステム基盤づくり
‑プロジェクト計画技法とCapacity Buildingの実践一
小川寿美子,有泉 誠
琉球大学医学部医学科保健医学講座

Basic system building for integrated primary health care activities
‑Methodology of project planning and practice for capacity buildi昭一
Sumiko Ogawa and Makoto Arnzumi
Department of Preventive Medicine, Faculty of Medicine, University of the Ryu毎′us

AB STRACT
Donors plan the project aiming in principle at what are right and better development for
recipient countries through the assistance. But it doesn't always bring happiness and fulfill‑
ment to the recipient. It needs to be considered thatwhat thepeople really demand with high
priorities for better development in their own life, especially for community health projects.

The pri聖ry health care (PHC), which is one of the community health approaches, has required
for listening to the demand of people who is the direct target as being advanced their health.

The community participation will lead the project toward success if it starts prioritizing the
people's demands, giving chance to the community on its decision making and action for
their own better health. This paper focuses on the description and analysis of the system‑
building process in Joint Japan WHO Technical Project for PHC in Laos. Specially the onset
of 2 years is detailed and classified in each 2‑3 months as the period of (1) preparation, (2)
entry‑point, (3) comprehensive activities, respectively. Through this paper, it would be clari‑
fied why the PHC Project were successful in terms of possible community participation, why
druF revolving fund (DRF) were selected as the entry point of this comprehensive PHC
project, and how the capacity building of the health staff and village volunteers were con‑

structed through this series of operations. Ryukyu Med. J. , 19{3)111‑118, 2000
Key words: primary health care (PHC), community participation, community priorities, entry
point, drug revolving fund (DRF),

緒 言
「国際協力」は, 「相手に良かれと思う行為」に基づく活動
である.だが,これが常に相手に幸福をもたらすとは限らな
い.例えば,日常生活のなかでも,自分が「良かれ」と思っ
た行為が,相手にとって「独善」とか「無意味」とか思われ
ることがあるように.
また「国際協力」は, 「外部者の介入行為」でもある.相手
の文化や行動様式を知ろうとせず自分の価値判断を語ったと
ころで相手は動かない. 「こんな時,相手はどういう風に感じ,
何を必要とするのだろうか」と相手を理解し分析した上で方
針を決め,相手の希望(需要)に的確に応えたとき,はじめ
て活動が現地に根づく.
「国際協力」とりわけ地域保健協力での"相手"は,保健
医療従事者のみならず,地域住民も幅広く含む.何故ならば
住民の健康改善を目的とする活動は,専門職の力以上に住民
一人一人の健康に関する意識改革とその実践が最大効果をも

たらすからである.ラオス国公衆衛生プロジェクトのプライ
マリ・ヘルスケア(Primary Health Care: PHC)活動にお
いて,住民参加,即ち住民自らが生活改善のために自分たち
の発想を出し合い,決定し,そして行動するという主体的な
姿勢が重要であったのもその理由による1).
本稿の目的は, 1992年10月より開始したラオス国公衆衛生プ
ロジェクトの初期2年間を費やして実施した, PHCシステム
の基盤づくりの実践例について,プロジェクト計画技法を用
い構造分析することにある2).何故,括動のエンい)‑ポイ
ントとして必須医薬品の配備を選んだのか,何故,ラオスの
‑農村部で住民参加型の地域保健活動が軌道に乗ったのか,
そして, PHC活動を推進する上で注意する点は何か,これら
の理由をラオス固有の社会・経済・文化的背景を踏まえなが
ら考察する.更に,保健医療従事者と住民双方が如何にして
Capacity Building (マネージメント能力の構築)を発展さ
せていくのか,そのプロセスを明証することにある.
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Table 1 Census of Khammouane Province (1995
郡番号

郡

1

タケク

2
3
4

名

マハサイ

村落数

世帯数

133

12284

90

ノンポク

71

ビンプン

164

5

ニユ‑ マラI

6
7

4333
6761
9316

人口
68033
22628
38951
50653

85

4329

21566

ポラバ

126

3617

19859

ナカイ

85

2887

15465

8

セパンフアイ

49

3567

19641

9

サイプア トン

71

2713

14957

874

49807

271753

合計

Table 2
(1995)
如番号

Census of pilot villages of JICA PHC Project

郡名

村落数

世帯数

人口

カバー村落率

4

ビンプン

40

2320

11570

24 .4 %

2

マハサ イ

22

920

4530

24 .4 %

8

セパ ンフアイ

12

1190

6390

24 .5 %

74

4430

22490

24 .4 %

合計

Fig. 2

Map of Khammouane Province with 74 pilot viL

Iages.

期間毎に分類し(プロジェクト計画技法),プロジェクト初期
の2年間に,保健医療システム基盤づくりのために専門家と
して実施したことを整理した.項目は①テーマ, ②開始時期,
③活動期間, ④活動内容, ⑤活動のポイント, ⑥イニシアチ
ブをとる側, ⑦各レベルでの新しい組織結成状況,に分類し
た(Table 3).また,活動段階毎に異なる運営面での役割と
注意事項についても記述分析し,最終的にCapacity Build‑
ingの獲得経過を論考した8).

対象地域と方法
結

ラオス国公衆衛生プロジェクトは, 1992年10月から6年計
画で実施された同国保健省と国際協力事業団(JICA)そして
世界保健機関(WHO)の三者合同プロジェクトである.同プ
ロジェクトでは首都より南東に350km離れた1つの地域(カ
ムワン県)をPHC活動のモデル県とし,地域の保健医療向上
とそのシステム強化に努めた(Fig. 1).
同県は,面積16,315km2 人口27万余りでラオス中部に位
置する.カムワン県の中心都市であるタケクは,ラオス国内
で第5の都市である.県の地勢は概ね中央より東側が山地,
西側が平地である.東側は雨期になると河川の水位が増し,
都市部からの交通が遮断される村落が多い.同県は行政区分
として計9郡, 874村落に分かれている(Table 1 ).県人口
は19%が都市部で,残りの81%が山地を含む農村部に分散し
ている3).ラオス国公衆衛生プロジェクトのPHCモデル地域
は,初期の1992年にはビンプン郡の25村落が指定され,翌年
にはマハサイ郡の22村落とセパンフアイ郡の12村落,そして
ヒンプン郡の他の15村落が加わり,計74村落である(Fig. 2).
その規模は4,430世帯,人口計22,490人である.郡全体に対す
る本プロジェクトのカバー率は約24%である(Table 2)4‑'
分析方法としては, PHCの諸活動をマトリックスを用いて

果

I. PHC準備期
まず第1段階として「PHC準備期」に2期(計5ケ月)を
mwa
はじめに「馴らし期」である最初の2ケ月間は,首都ヴェ
ンチャンに滞在し,保健省職員との人脈作りを強化した.過
去のPHC関連プロジェクトのi朝別文集や関係者へのインタビュー
をするなど,縦の連携強化にも努めた.国連援助機関やNGO
の事務所に足繁く通い,現場での活動に活かせるヒントを蓄
積する時期でもあった.
次に「フィールド調査期」の3ケ月間で実施したことは,
モデル県に在住しはじめたこと, PHCプロジェクトのための
組織づくりとして,カムワン県にPHC委員会を組織化し
(PHMT : Provincial Health Management Team /DHMT:
District Health Management Team),それぞれのチーム
に新たに「PHCコ‑デイネ‑タ‑」というプロジェクトの要
となる役職を設定し,責任者をたてたことである.ここでは,
実務面で共に働く公的機関である保健衛生局職員との横の連
携強化に努めた.
PHC活動の対象である村落住民の生活状況や文化背景を理
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Table
開始

T ‑ ‑7

期間

'93 .0 1 3 ケ月
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Managerial steps for comprehensive PHC activities

活動内容

ー
92 .ll 2 ケ月 馴 らし期
PH C
準備期

3

誠

内容
首都在住、保健省頻訪問
他援助機関から情報収集

フイ】ルド パイロット
県在住
調査期
エントリーポイント
模索

ポイント

イニシアチブ
日本側
状況理解

国レベル

他援助機関の各P H C プログラムの
失敗例から学ぶ

現地スタッフ探 し
P H M T / D H M T 結成

県レベル

日本側がリード
V H W 養成

'93 .0 4 3 ケ月

試行期

D R F 卜レ】二ング開始
村落D R F プレテスト

方針が決まったら弛まず
前進有るのみ

PH C
ー
93 .0 7 3 ケ月
部分執行期

定着期

ス】パービジョンによる
マネl ジメント力強化

O n th e jo b tra in in g を通じて

ー
93 .10 3ケ月

拡張期

点から面へ活動拡大
現地スタッフのリード
に任せて
現地スタッフ運営の全委譲 活動を展開

ー
94 .0 1 3 ケ月

新P H C
環境衛生活動の開始
活動導入期 (井戸掘、簡易 トイレ)

P HC
新
環境衛生活動の拡大
拡大執行期 '94.04 3 ケ月 フィ
ールド (井戸掘、簡易 トイレ)
拡大期
1
包括P H C
'94.07 3 ケ月
準備期

組織結成

縦 . 横の関係ともなるべく
広くネットワークをもつ

日本側システム . リード
,
現地スタッフのC a p a city b u ild in g ラオ側マネージメント リード
ラオ側にシステム委譲

村落(16 )

徐々に新活動を展開
現地スタッフ数の増加

保健省注目

那(2)
診療所(5 )
村落 25

P H C 各活動長の相談役となり、情
報交換を密にとる

W H O , 保健省が
積極的参加

那(3 )
診療所(7 )
村落(・
]・
])

3 着合同で包括的P H C の 企画力、政策決定力の高い
協議 (L a o .J IC A .W H O ) 人材をさらに味方につける

住 民 需 要 調 査 の 結果 (計 8 9 8村 落 )
食

1位

飲料水

216棚

13
2……
…
…
転 ≧198捕
その他

トイレ設置

117柑

マラリア対策 58村落

Fig. 3

Eight elements of PHC activities.

解するために,村落を頻繁に訪れ,地域特性調査を実施した
のもこの時期である9).更に,カムワン県全村落(1993年当
時898村落)の村長を対象に住民需要調査を実施し,住民の健
康に関する優先問題の傾向を把超した. 「あなたの村民の健康
を改善するのに一番大切と思うことは何ですか?」という質
問票を,直接,郡の保健衛生局の職員が村長に尋ね,自由記
入形式である回答欄に記入してもらった.その結果を, PHC
の8つの基本的活動に分類した(Fig. 3).その結果.第一に
は「飲料水の確保」,第二に「必須医薬品の配備」,第三に
「簡単な治療」という優先順位であった(Fig. 4)10).
次に.実際にモデル村落として定められた地域にて住民聞
き取り調査を実施した.前述の住民の優先問題をもとにモデ
ル村落を訪問し,村長のみならず女性から老人,青年など幅
広い層の村人達の意見を聞くためにFGD (Focus Group

Fig. 4 Community demands (Results of community as‑
sessments, 1993).

Discussion)を行い,また自覚症状調査を実施し,如何にし
て優先順位の高いPHC活動を導入するかの微調整を行った9).
その結果, 「飲料水の確保」に関しては,県の最西部を除く
地域では岩盤が地下にあるため,それを貫通する井戸掘り機
を新規購入する必要のあることが判明した.また「必須医薬
品の配備」については,元来公的機関からの無料配布に馴化
している村民との議論が白熱した. 「医薬品の無料配布は不可
能」であり, 「供給システムを維持するためには受益者負担制
度の導入が必要」というプロジェクト側からの申し入れに対
し,村民は「市場より廉価であれば支払える」ということで
安協に至り, DRF (Drug Revolving Fund:必須医薬品回
転資金)システムの導入が決定した. 「簡単な治療」は.当面
DRF導入による治療行為の可能な範囲内を網羅することにし,
将来的に診療所の改善に着手することで合意が得られた11)
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Fig. 5

Principle of comprehensive PHC activities and its interactions through the entry point

II. PHC部分執行期
次段階の「PHC部分執行期」は3期(計9ケ月)に分かれ
る.
はじめの「試行期」は3ケ月である.その間,住民の2番
目の需要であった必須医薬品の配備をDRFという形で執行し,
PHC活動のエントリーポイント,即ち,住民の需要と協力側
のできることが重なる「接点」として最初に着手する活動と
した.住民のなかで1番需要のあった「飲料水の供給」から
稼働を開始せず, 2番めの需要であった医薬品の配備(DRF)
という形式で開始したのは, 「飲料水の供給」は井戸掘り機や
専門家など,人的・物的資源の調達に時間を要したことから,
住民と協力側の初めのクロスロードとしては適さなかったた
めである.
その点, DRFは,当初より住民の需要(DEMAND)と協
力側の判断する住民の健康に関する必要な活動 NEEDS と

各資源調達(SUPPLY)という, PHC活動のエントリーポイ
ントとして不可欠な3つの十分条件を満たしていた(Fig. 5).
DRFの末端組織は, VHW (Village Health Worker)と
呼ばれる村の保健衛生普及員である. VHWは基本的に村民か
ら支持を受けたボランティアであり,選抜条件として読み書
きが出来,村の人からの信頼が厚く,自分の村の健康改善に
意欲のある者である.彼らはプロジェクト開始時に必須医薬
品の処方に関する訓練を受け,末端のDRFの運営と管理の費
任者として任命された.
報酬は微々たるものであるが, VHWに対して毎月DRF収
益金の60%が支払われる.薬品の売り値は,原価に25%のマー
ジンを上乗せしたものであるが,薬によっては施設薬局の半
値以下のものもあるため,住民の参加が得られやすかった.
この試行期には25カ村のVHWを対象にトレーニングを実施し,
はじめは2カ村に,後に10カ村に対し試験的にDRFを導入し
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た.必須医薬品の種類や量などが村の人口に見合っているか,
薬の処方,管理方法が適切であるか,経理に誤りはないか等
のプレ・テストをした.また, DRF開始を希望する全ての村
落にて医薬品購入初期投資額負担のために1家族IOOOkp (当
時で約92円)のプリペイド・チケット(PPT)を購入しても
らった. PPTは村落内75%の世帯で購入してもらうことを
DRF導入の条件としたために, DRFに対する住民の理解度あ
るいは住民参加度を測る最適な指標となった91.ll)
続く3ケ月は「定着期」である.即ちDRFシステムを軌道
に乗せる期間であった.具体的な活動として,試験的に開始
した10カ村に対して,保健衛生局の職員と共に週1回あたり
のスーパーバイズを行い,システムの定着に努めた.その際,
マネージメント主導権を徐々にラオ側カウンターパートに委
譲していった.彼らが村民の前でDRFシステムを説明する際,
「"孜々の"システム」と紹介する場面もでてきはじめ,新し
いシステムに対する帰属意識の芽生えを実感した.
その後3ケ月間は「拡張期」として,村落にDRF導入を希
望する6カ村を新たに加え.合計16カ村に活動を拡大した.
この時期,既にDRFを導入済みである近隣のVHWが,新規
導入村落のVHWに実践指導をするという, "横の連携"によ
るシステム拡張が試みられた.これはVHW間,ひいては村落
間の競争原理に基づくライバル意識を助長するためか,結果
的にはDRFシステムの効率的な拡張手段となった.また,ラ
オ側によるDRF運営の責務としては表向きのマネージメント
のみならず,裏方のシステム運営(新規医薬品の注文票作成,
注文,在庫整理など)も委託された1Z)
III. PHC拡大執行期
「pHC拡大執行期」は3期に分類される.この時期には,
エントリーポイントとしてのDRFを核にしつつ,その他の
PHC活動に着手した.
衆初の3ケ月間は, DRFを開始した村落での「新PHC活動
導入期」であった.住民の優先順位として高かった活動,即
ち第一優先の井戸掘りによる「飲料水の確保」と第四優先の
「簡易トイレ作成」に着手した.勿論, 「フィールド調査期」
の結果を受けて,約1年前より着々と下準備を重ねたために.
漸くこの時期に活動を開始することが可能となった.例えば,
岩盤を貫通する井戸堀機の調達には,在ラオス日本大使館か
ら草の根無償援助の協力を得た.水脈探査の技術移転には,
国連ボランティア職員の現地協力を要請した.パイプや手押
し式ポンプなどの装具の調達はユニセフの援助協力を得た.
井戸掘り後の環境整備などの労働力と井戸掘りにかかる実費
(燃料費など)は村人達の出資に支えられた.簡易トイレ設置
も労働力と実費を村民が負担し,プロジェクトはその技術移
伝(作成法)と消費財以外の支援(鋳型の提供,便器の大量
購入やその運搬など)でシステムを支えた13)
この頃になり, PHMT, DHMTの両者とも実際の仕事を受
け持ち,実践的に動き,まとまりがでてきた.保健省もカム
ワン県をモデルにしたPHCプロジェクトの展開.特に国内初
の成功例である住民参加型DRFシステムに注目しはじめた時
期でもあった10
次に. 「新フィールド拡大期」が3ケ月間続いた.具体的に
は,新しい郡でのDRF導入のため,新たにVHWの養成を行っ
た.訓練後はDRFシステム導入後1年が経過した村落を訪問
し,実際の運営法の説明を現場で受けることとした.新しい
郡での活動拡大は順調に進んだ.また.診療所でのDRFを開

誠
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始したのもこの時期である.医薬品の初期投資の点で,村落
DRFは村人が出資するPPTにより財政的に支持されていたが,
診療所DRFに関してはWHOに財政支援を依頼していた.そ
れが漸く実現したのがこの時期であった.
また,プロジェクト事務所がPHC活動の各リーダーである
PHMTやDHMTのメンバーの相談役となり,情報交換の場と
して利用されるようになった.これは後に, PHCコーディネー
ターを核とするPHC部門が,県の保健衛生局内に正式に発足
し,新たに設立されたPHC訓練センターに事務所を設置する
かたちで,発展していくことになる.更に,多数の援助機関
が同県のPHC活動・の見学に訪れるようになった.
「拡大執行期」の最後である「包括PHC準備期」には,今
までの活動を振り返り,ラオス全国からラオス人および他国
援助団体のPHC関係者をカムワン県に招噂し,プロジェクト
中間報告会議を開催した15)
考

察

I. 「包括」 vs 「選択」
そもそもPHCとは「社会において最も必要性が高く,最も
一般的な健康問題に対して,優先順位を高く設定して最も適
切な介入を行なう,公平な健康と発展を主義とする戦略」で
ある16)その方策には包括的アプローチ,すなわちPHCの主
活動といわれる「8つの基本活動」全てを網羅するものと,
選択的アプローチ,つまりそのうちの限定された活動のみ行
うものとに大別される.本プロジェクトでは, 8項目ある
pHCの基本活動の1つである「必須医薬品の配備」をエント
T)‑ポイントとし,徐々に他の残りの基本活動に拡大し.包
括的PHC活動の実施を試みた.
1980年代初期, 「2000年までにすべての人に健康を」という
WHOの目標達成に対し,ユニセフは,包括的PHCと選択的
PHCのどちらを推進すべきか,という決断を迫られた.つまり,
アルマ・アタで主唱されたように人々のCapacity Building
を実現する包括的PHCのために困難な闘いを続けるべきなの
か,または権力を持つ政府.諸機関,資金援助団体から容易
に支援の得られる選択的PHCを保証し,保守派とうまくやっ
て行くべきなのか.これは,ユニセフにとって困難かつ厳し
い選択であった.そして最終的には,ユニセフは, 「全ての人々
に健康を」のスローガンを「子ども連の生存を」と限定し,
選択的PHC路線を歩むこととなった17)
包括的PHCは,人が健やかに生活するのに必要最小限のニー
ズ(BMN: Basic Minimum Needs)を全体的に向上させる
ため,医療のみならず,農業,教育,土木など他分野にも活
動守備範囲が広がる.それ故,住民側にとっては理想である
反面,協力例にとっては他分野間との活動調整が難しく手間
がかかる.また,選択的PHCは協力側にとっては効率良く活
動が展開できる反面,活動が一面的で,住民参加に限度があ
り,その活動効果を維持・発展することは難しい.
II. 「ロジカルフレームワーク」 vs 「プロジェクト計画技法」
近年,米国のUSAIDやドイツのGTZでは,プロジェクト計
画の一部としてロジカル・フレームワーク技法を取り入れて
いる.日本でもプロジェクトの立ち上げ時に同技法を採用す
る案件が増加している(通称PCM : Project Cycle Mana‑
gement).プロジェクトは大きな理念,目的, El標を持ち,
一般にそれらは因果関係にある.この目標は投入された資源
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Fig. 6

Two aid approaches;

①Shot‑term & concentrated approach,
②Long‑term & constructive‑supprted approach

と産出された活動によって連せられる.理念,目的,目標が
明示されることは,このプロジェクトに参加する全員に方向
性を示すことであり,また目標を定量的に示せば,目標管理
の応用と捉えることができ.更に産出を評価することができ
る.ただ,保健セクターの諸因子の関係は複雑で,多因子が
互いに関連している.例えば,乳幼児死亡率の減少を目標と
したプロジェクトがあるとする.プロジェクト開始後,確か
にE]標が達成されたとしても,それがプロジェクトの目的と
する活動の絶対的効果とは言い切れない.社会経済基盤の改
善など,プロジェクト外の因子の影響を拭い去れないからで
ある.目的一目標の関係については,直接的因果関係以外の
因子を,背景にある必要条件として提示せねばならない.し
かし,それらを背景として明権に区別できうる場合は希であ
る.従ってこの技法は比較的少数の国子が直接的因果関係に
ある場合にしか適用できない2).
また援助は短期集中型と長期構造支援型の大きな2つのタ
イプに分類できる(Fig, 6).援助のタイプ別に比較すると,
ロジカル・フレームワーク技法は∃標に向かって短期集中で
実施するプロジェクトには応用できるが,システムを立ち上
げることを目指すPHCのような継続的プロジェクトには応用
しにくい18)
その理由として, PHCプロジェクトを計画する際には,現
状調査により問題を同定し,問題と解決方法のセットのなか
から費用効果が高い,あるいは住民のニーズが高いなどの基
準から優先順位を決める必要があるからである.この経験に
基づいたプロジェクトの長期計画の策定においては,それを
執行するための資源を確保し,執行体制を確立し,短期の具
体的な計画を策定するなど,作業が段階毎に細かい.また長
期構造支援型プロジェクトの場合はシステム構築も重要な目
的の一つであるため,包括的PHCの拡大発展に従い,最終的
にはこの8つの基本活動が有機的に関連し,保健医療システ
ム基盤が確立することになる(Fig. 7).
111. Capacity Building
DRFをPHCのエントリーポイントとしたことの利点は幾
つかある.まず.住民の需要,協力側のできる活動,および

Fig. 7 Interactions of the 8 elements towards comprehen‑
sive PHC activities.

各資源調達という3つの条件を満たしていたことである.ま
た,医薬品の管理と経理,そして処方のための訓練を通じて
現地スタッフにマネージメントカを養成できたこと,更には
トレーニング後,訓練直後のラオ人スタッフが, DRFの実働
(On‑the‑Job Training)を通してシステムの有機的構築の実
現をみずから体得することができたのもDRF導入の意義ある
点である.
またCapacity Buildingには様々な立場やレベルがある.
例えば:drfの場合,県と郡のPHCスタッフ,診療所職員,そ
してVHWまでの幅広いレベルの人々のマネージメント能力を
養成せねばならない. DRFトレーニングと,訓練後にノルマ
となる実践活動は県から村レベルの全ての人々が一丸となっ
てはじめてシステムが有機的に稼働する.
トレーニングには「知識や技術の伝達」ばかりでなく,知
識や技術,ひいてはそれが稼働するシステムの共有を認めあ
うという意味合いから「儀式」的役割もある.この「儀式」
は,即実践のOn‑the‑Job Trainingでの試行錯誤によって
はじめて受講者一人一人に「受肉化」される,というのが筆
者の経験に基づく持論である11)
IV.ラオスの特異性
ラオスではPHC活動のエントリーポイントとしてDRFが導
入しやすい条件が揃っていた点も特筆すべきであろう.例え
ばラオスには地元に半国営の製薬工場があり, DRFのロジス
ティックス,つまり医薬品の補填がスムーズであった.つま
り製薬工場という既存資源が有効活用できた.多くの開発途
上国では医薬品の調達を海外市場に頼っており,緊急の医薬
品調達や為替の変動などの影響を受けやすく,システムを定
常化させることが困難である.またラオスでは1986年の自由
経済化以降,私設薬局の設置許可が下り,医薬品販売業者が
急増しているものの都市部にのみ集中しており,その価格設
定も高い.一方80%以上の住民が居住する僻地では医薬品が
手に入りにくく,しかも僻地から都心部までの道路は貧弱で
公的交通機関も殆どないため,村落民にとって薬を調達する
のに距離的にも金銭的にもバリアが大きいW).即ちDRFに関
して住民の"需要"と保健サービス提供側の"供給"体制が
バランスよく対応していたことも活動が活性化した大きな要

小 川 寿美子,有 泉

因である.その他.内戦時に従軍看護士であった人材がVHW
として登録する場合が多く,既存の人的資源も有効に活用さ
れたことなど,DRF導入が軌道に乗りやすい条件がラオスに
揃っていたといえるII).12)
V.専門家の役割
PHCプロジェクトで担う専門家の役割とイニシアチブのバ
ランスは活動の各段階を追って移行する.はじめの需要調査
段階では住民の活動の選択権が重要視される.次にシステム
起こしに専門家のイニシアチブをとりつつエントリーポイン
ト等の活動の基本方針をまとめ,活動開始後は保健医療スタッ
フに対してなるべく早期に運営権を委譲する.このように活
動のイニシアチブは早期にラオ側に移行する体制をとった.
また現地スタッフのCapacityBuildingに対して,専門家
はなるべく張り付きで対応するのが望ましい.CapacityBuil‑
一山ngには各資源(人,物資,予算,情報)の調整の投入が不
可欠であるが,現場のスタッフに密着しなくては,その微妙
な過不足が把撞できない.人の能力養成に際しては,資源が
不足しすぎてもやる気が弛み,余剰がありすぎても個人の責
任感が弛むものである事を銘記すべきである.現地スタッフ
のマネージメント能力構築のためには,それを現場で第三者
的な立場から的確に調整する仕事が専門家の重要な役割の一
つであるID.21).22)
Vl.問題点
以上のように包括的PHC活動を展開する際,問題点が幾つ
か指摘される.
ひとつは.包括的PHC活動評価の難しさである.PHC活動
を定量的に示すのは容易だが,前述した乳幼児死亡率のよう
に,直接的因果関係をもって対象村民の健康が改善されたこ
とを証明するのが困難なためである.
次に対象住民側と協力側である公的保健医療スタッフの間
の実践性のアンバランスによる活動拡大の難しさである.例
えば,対象住民の第四優先問題である簡易トイレ設置活動を
開始したとする.住民はこぞって設置を希望するが,協力側
が資源の供給対応に遅れると.やがて住民の興味と実行力も
下降してゆく.住民側の希望にタイムリーに応じた活動が望
ilral
更に,ラオスでは自由経済のもと,急速なる社会経済基盤
の発展がみられる.それに伴い,保健医療に対する住民の需
要の変化も早い.例えば,交通手段が全国的に整備されたメ
コン川対岸の東北タイの村民は,多少距離が遠く高額であっ
ても医者の経営する郡病院や市街のクリニックにアクセスす
る傾向にある.東北タイにはラオスの本プロジェクトのよう
に,村内にVHWが管理するDRFもある.診療所も近くに存
在する.しかしどちらも利用者は減少傾向にある.その最大
の理由は.社会・経済発展に伴い,東北タイ住民がより質の
高い保健医療サービスを選択する自由を持つようになった結
果と解釈できる.ラオスもやがては社会経済の移行に伴い,
保健医療システムも変革する必要性に迫られよう20)
緋'Hi.
mi
包括的PHC活動という,健康の公正なる分配を追求するア
プローチは実行が容易ではない.また,住民参加の喚起も言
うは容易いが実行はなかなか難しい.その理由として,特に
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資源を大規模に投入できる大型プロジェクトでは,却ってそ
れが足蜘となり,予算等の細かい資源マネージメントまで指
導する余裕がないためである.更にプロジェクトは限られた
期間内で完結せねばならず,その最大効果に関心が高まるあ
まり,マネージメントの大切なプロセスである資源の投入技
法そのものには注意を払わないためでもある.
無論,ラオスは日本に比し,相対的には資源が少ない.し
かし.決して枯渇しているわけではない.例えば,村落にト
イレや医薬品棚を設置する際, 「住民参加」を待たずに,協力
側が一方的に与え,それを定量的な実績として評価すること
はたやす・い. ‑しかし,それは一過性の潤いでしかなく,他人
から与えられた資源は有り難みを感じられず,有効利用され
ないまま消滅してゆく.
資源の適正なる分配により,継続的かつ公平なる健康の享
受を実現するためにも,今後ますますPHCプロジェクトをは
じめとする地域保健プロジェクトでは,マネージメントカ強
化を重視した長期構造支援型援助の実践が求められることに
なろう.
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