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６．事業内容 Ⅰ 医療保健人材育成 

ａ 小児医療研修・実践監修（年 4回） 

保健省・郡病院・保健センタースタッフを対象に行う研修 

各郡 1回につき 2日間連続 合計参加予定人数 36名 

[変更点] 

小児科医の派遣：年 3回程度（当初予定年 4回） 

研修の実施者：派遣看護師（当初予定 派遣小児科医） 

[理由] 

初年度に行ったスキルアセスメントにより、現場スタッフの専門知識レベルが著しく低く、

基礎知識の徹底が必要と判断したため。看護師のスーパーバイザーとしての小児科医

の役割を強化するための、より効果的な小児科医の介入方法を H25 年度中に具体化す

る。 

 

ｂ 郡病院のモニタリング（毎月） 

ムンラパモク郡とスクマ郡に 1 施設ずつ（計２施設）ある郡病院での駐在看護師とアシス

タントによる日常的な現場スタッフ指導 

 

ｃ 保健センター（HC）の継続指導・モニタリング 

10箇所のHCを日常的に巡回監督。衛生管理・医療技術・勤務態度・記録等のチェックを

行う。小児疾病統合管理（IMCI）と小児健康診断を正確に実施できるよう指導。 

現地メディカルオフィサー（MO）主導で行い、看護師は MO の教育を視野に入れ協働す

る。 

 

Ⅱ医療施設設備充実支援（水衛生設備） 

派遣医療衛生専門家による一定期間の設備メンテナンス活動。2ヶ所の郡病院と 10ヶ所

の保健センターに配置されたスタッフの管理能力を向上するための指導を行いつつ、

2013年中に設置した各医療施設の設備状況をチェック、必要に応じて改修・修繕を行う。 

 

Ⅲ 村落における健康啓発普及活動 

ｄ ヘルスプロモーター（HP）ミーティングの開催（年 6回） 

現地コミュニティワーカー（CW）が駐在看護師のサポートを得て開催する。 

12の施設エリアごとに HPを集め、スキルアップ研修・情報交換を行う。 

[変更点] 

年 6回のうち年 4回（当初予定年 2回）は、村長らを含む拡大ミーティングとする 

年 6回のうち年 1回（当初予定なし）は、TBA（伝統的産婆）の参加を促す 

[理由] 

村民からの信頼の厚い村長らが活動を理解することにより、村落への教育普及効果が

高まる。また、住民が妊産婦および子どもの育成に関して依存している TBA が正しい知

識を習得することで、健康に関する正しい知識の普及を目指す。 

 

ｅ ヘルスプロモーター(HP)による住民への健康普及教育の実施（住民対象） 

HPが各村落で実施する教育集会を CWがサポートする。集会への参加促進のため 5歳

未満児の家庭訪問を継続。また、郡都から遠隔にある地域での活動を強化する。 
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[変更点] 

活動に必要な物資の支援（副教材など）の製作と配布（当初は初年度のみ予定） 

[理由] 

無償で村落活動に参加する各 HP のモチベーションアップと、HP 同士の連帯感の強化、

また村人に対する存在感のアピールが、地域全体の健康への意識向上に繋がっている

ため。また、住民が家庭に持ち帰ることのできる簡易教育冊子を作成し、知識の定着効

果を高めるため。 

 

Ⅳ 政府母子保健医療従事者への意識啓発活動 

母子保健全体を包括する本活動は、カウンターパートメドゥサン・デュ・モンド フランスに

よる周産期医療との連携が重要な活動の一部である。したがって、小児医療・周産期医

療のコーディネートを担うメディカルコーディネーターが活動Ⅰ・Ⅲ等を通じて看護師と連

携し、以下の啓発活動を通じて政策全体のバランスを図る。 

ｆ 実施管理委員会（IMC）の開催（年 3回） 

本事業を政府保健医療関係者とモニタリングしていくための委員会。県・郡保健省他、実

施協力機関スタッフとの進捗共有・計画見直しを行う。 

 

ｇ 保健省（県・郡）職員による村落活動への同行（随時） 

地域アドバイザーとして県・郡保健省スタッフがⅠ・Ⅲの活動に同行する 

現場スタッフの声や住民の要望を保健省スタッフが直接聞く機会となるため、特にⅢの

活動への同行をより強化していく。 

 

ｈ 郡保健省とのミーティング（月 1回） 

看護師が毎月の活動から抽出された課題等を報告する。副知事など、郡の有力者との

連携等も念頭におき、郡保健省の主体的かつ積極的な参加を促す。 

 

Ⅴ 医療経済政策支援（住民の医療負担軽減） 

ｉ 5歳未満児の健診・診察・処方の無料化（減免）政策の継続 

現場スーパーバイズと利用者数推移のモニタリングを通じ、共同実施者であるラオス赤

十字や保健省と制度を洗練させていく 

 

７．これまでの成

果、課題・問題点、

対応策など 

① これまでの事業における成果（実施した事業内容とその具体的成果） 

※3年間の設定成果・初年度目標・初年度成果・数値結果の順に記載 

【 成果ⅰ 】 

 各保健センターが管轄する地域で同レベルのサービスが提供されるようになる 

 郡病院が提供する小児医療サービスの質が向上する 

初年度目標：IMCI フォームが各医療施設で利用される。 

初年度成果⇒ IMCI フォームを手に患者応対をするスタッフが増え、小児患者の親

の訴えのみを頼りにするのではなく、小児診察中に特に注意すべき点を念頭に、親

に問診をし、子どもに触診・聴診をするといった小児医療の基礎の導入が始まった。 

 

数値目標 1：小児医療研修年 3回 受講者人数 延べ 96名 

達成度：実施 2回 合計 67名 
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2013年 6月：受講者 34名（県・郡保健省アドバイザー含む） 

2014年 2月：受講者 33名（郡アドバイザー含む） 

数値目標 2：IMCI コース修了者数（年 1回、合計 20名） 

達成度：2014年 3月実施（スクマ郡・ムンラパモク郡各 1回） 

参加者数：２郡合計 30名 

数値目標 3：IMCI フォームを導入する施設数 12施設中 12施設 

達成度：12施設で導入済み 

 

【 成果ⅱ 】 （設備機器：自己資金）  

 軽度の外来を保健センターで処置できるようになり、病院に偏重していた負担

が減少する 

 各施設の衛生管理状態が向上する 

初年度目標：導入した小児医療器材を適切に使えるようになる。手洗い習慣が定着

する。 

初年度成果⇒環境を変え、研修で理論を深めることで、正しい手洗い方法、手洗い

習慣が定着し始めている。自らの養育環境においても手洗い習慣がないスタッフの

この行動変容は、大きな第一歩である。 

 

数値目標 1：水道工事完了施設数：2郡病院、10保健センター 

達成度：対象病院での敷設工事が完了 

数値目標 2：小児医療器具の配備施設数：同上 

達成度：完了 

 

【 成果ⅲ 】 

 医療施設を利用することによる小児の疾病予防・治療・健康増進について、大

人が理解できる健康普及活動が村単位で始まる 

 親が配布された記録手帳を保管し保健省が定めた通りにワクチンを接種するよ

うになる 

初年度目標：VHVに教材（紙芝居）配布。VHVが小児医療のヘルスプロモーターに

なる。健康普及教育を通じて、医療機関を訪れる住民が増える。 

初年度成果⇒教材の制作およびVHVへの配布が完了し、VHVによる健康普及活動

が、読み書きができない住民にもより視覚的に伝わるようになった。教材に多用した

写真やイラストは大人だけではなく、大人について集会に参加する子どもたちの関心

もひいている。 

 

数値目標 1：ヘルスプロモーター（HP）となる VHV人数 160名 

達成度：HP となった VHVの数 163名 

6、7、9月のVHVミーティングには、参加総数から計算すると、少なくとも一人 1回以上の参加

が実現した。 

数値目標 2：ミーティングに参加する HP人数 参加率 80％ 

達成度： 

◆ムンラパモク 6月は 50％～75％、9月は 50％～88％、12月は 37.5％～100％ 

◆スクマ 6月は 67％～80％、9月（10月延期分含む）33％～80％ 

但し、最低値の 33％は雨期のため会場へのアクセスが寸断され、移動自体が不可能

な村からの参加予定者が含まれていたためである。 
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数値目標 3：小児医療費無償化導入前後の利用者人数比較 

中間報告時以降のデータおよび 2013年 11月以降のデータをもとに最終報告時にとりまとめ

提出する。 

 

【成果ⅳ】 

 住民による医療施設利用促進と将来の政府による無料化政策運用が、政策レ

ベルから実践レベル関係者の共通目標となる 

初年度成果⇒保健省職員の同行により、12施設の運用状況やスタッフの患者対

応、住民の反応などが保健省職員に理解された。さらに毎月の保健当局との会合

で、よりよい保健政策運用に向けた話し合いが行われ、実際に改善も行われた。 

 

数値目標 1：県・郡省職員による活動への同行回数 年間 4回 

達成度：合計 76回 

6～10月：52回（県 4回、郡 48回）、 

11～2014年 4月：24回（県・郡合同 5回、郡 17回） 

数値目標 2：会議開催回数 年間 9回 

達成度：合計 27回（6～10月：15回、11月～2014年 4月：12回） 

 

【成果ⅴ （自己資金）】 

 経済的困窮による未受診を減らす 

初年度成果⇒最寄の医療施設を利用することが、最後の手段ではなく、疾病予防の

観点からも重要であるという健康普及活動の内容が、無償化導入によりより現実的

に住民に伝わった。 

 

数値目標：小児医療費無償化導入前後の 5歳未満児利用者人数比較 

（成果ⅲ数値目標 3に同じ） 

 

② これまでの事業を通じての課題・問題点 

ⅰ 対象医療施設に従事する医療スタッフの基礎技術・知識に大きなばらつき

があり、想定以上に低い場合も多いことが判明した。受けてきた教育に起

因するところが大きい。 

 

ⅱ ９月に発生した洪水の影響を受け、2014年 1～3月の医療衛生専門家の派

遣により修繕計画がたてられた。今後は各施設の設備維持管理担当者への

トレーニングが課題である。 

 

ⅲ 医療施設ごとに記録能力が異なることもあり、記録の信ぴょう性が低い。 

 

③ 上記②に対する今後の対応策 

ⅰ まずは医療以前の働く場所全てに共通する勤怠管理、清掃などの徹底から

始める。次いで、現場メディカルコーディネーターと看護師による基礎知

識の徹底、さらにこれらの活動を強化するため派遣小児科医によるより効

果的な介入を図る。 

定期的な小児科医の派遣時には、現場での実地指導に力を入れ、高度な小

児医療知識を習得したいという現場スタッフの意欲を引き出す。 
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ⅱ 本申請年度にもフォローアップのための短期派遣を継続することにより、

本事業終了後も各施設に施設を維持管理できる人材を育て、本事業の効果

を継続させる。 

 

ⅲ 事業全般を通じ、全施設で同じ基準が用いられるよう記録指導を徹底する。

記録を整備することにより、チャンパサック県の他郡とも県保健省を通じ

てデータを比較できるようになる。比較が実現すればよりよい介入方法を

選択し、統一した医療無償化制度の実現に向けての協議が可能となる。 

 

８．期待される成果

と成果を測る指標 

【 成果ⅰ 】 

 各保健センターが管轄する地域で同レベルのサービスが提供されるようになる 

 郡病院が提供する小児医療サービスの質が向上する 

2年度目標：IMCI フォームの意義をスタッフが理解し、利用が徹底される。 

数値目標 1：小児医療研修年 4回 受講者人数 延べ 128名 

 

【 成果ⅱ 】 （設備機器：自己資金）  

 軽度の外来を保健センターで処置できるようになり、病院に偏重していた負担

が減少する 

 各施設の衛生管理状態が向上する 

2年度目標：導入した小児医療器材が適切に管理され、診療に正しく使えるようにな

る。 

指標 1： チェックリストで維持管理状況を把握し、変化をみる 

指標 2： 器具の正しく使用できているかをメディカルオフィサーによる実地での研修

にて確認する 

 

【 成果ⅲ 】 

 医療施設を利用することによる小児の疾病予防・治療・健康増進について、大

人が理解できる健康普及活動が村単位で始まる 

 親が配布された記録手帳を保管し保健省が定めた通りにワクチンを接種するよ

うになる 

2年度目標：VHVが健康普及教育や家庭訪問を積極的に行うようになる。これを通じ

て、医療機関を訪れる住民が増える。 

数値目標 1：健康普及活動の数 ムンラパモク郡 150回 スクマ郡 186回 

数値目標 2：ミーティングに参加する HP人数 参加率 80％ 

数値目標 3：小児医療費無償化導入前後の利用者人数比較 

数値目標 4：1歳未満児ワクチン接種率（麻疹・DTP-HePB3） 90% (2015年 MDG数

値に同じ) 

 

【成果ⅳ】 

 住民による医療施設利用促進と将来の政府による無料化政策運用が、政策レ

ベルから実践レベル関係者の共通目標となる 

数値目標 1：県・郡省職員による活動への同行回数 年間 60回 

数値目標 2：会議開催回数 年間 27回（IMC年間 3回、郡保健局 24回） 
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【成果ⅴ （自己資金）】 

 経済的困窮による未受診を減らす 

数値目標：小児医療費無償化導入前後の 5歳未満児利用者人数比較 

（成果ⅲ数値目標 3に同じ） 

 

 


