
評価調査結果要約表 
1. 案件の概要 
国名： バングラデシュ人民共和国 案件名：母性保護サービス強化プロジェクト  
分野： 保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：JICA バングラデシュ事務所 協力金額：３．９億円（当初予定） 
協力期間：2006 年 7 月～2010 年 6 月 先方関係機関：保健家族福祉省家族計画局及び保健サ

ービス局、ノルシンディ県家族計画局及び保健サービ
ス局、郡家族計画局及び保健サービス局、ユニオン評
議会、県下公立病院及び FWC 
日本側協力機関名：なし 
他の関連協力： 青年海外協力隊派遣 

1-1 協力の背景と概要 
バングラデシュにおける妊産婦死亡率は出生 10万対 320 (バングラデシュ妊産婦保健サービ

ス・妊産婦死亡調査, 2001)、乳児死亡率は出生1,000対52（バングラデシュ人口保健調査, 2007）

と、アジアの中で も高い国の一つとなっている。このため、バングラデシュ国政府は保健栄

養人口セクタープログラム（Health, Nutrition and Population Sector Program(HNPSP)）の

中で、妊産婦死亡率（Maternal Mortality Ratio: MMR）と乳児死亡率（Infant Mortality Rate: 

IMR）の軽減を 重要課題として取り上げている。 

日本はこれまで、家族計画・人口抑制プロジェクト（1970 年台）、母子保健研修所建設とリ

プロダクティブヘルス・人材開発プロジェクト（Human Resource Development in Reproductive 

Health：HRDRH）（1999-2004 年）、緊急産科ケア機材整備にかかる無償資金協力、JOCV 派遣等、

この分野での協力を続けてきた。他ドナーや NGO も多く本分野で活動してきているが、いまだ

妊産婦死亡と新生児死亡の軽減のための効果的アプローチの模索が続けられている状況であ

る。このため、バングラデシュ国政府は日本政府に対し、６県を対象とした地域での母子保健

の改善に焦点をあてた「母性保護サービス強化プロジェクト」を要請した。協議を経て対象地

域はノルシンディ県１県に確定し、妊産婦死亡と新生児死亡の軽減のための全国のモデル作り

のパイロットプロジェクトとして位置づけられ、2006 年 4 月に実施協議議事録（R/D）に署名

交換し、2006 年 7 月から 4年間のプロジェクトを開始した。 

1-2 協力内容 
（１） 上位目標： プロジェクトから抽出されたリプロダクティブヘルスサービスの方法が標準

化され他地域へ普及される。 
（２） プロジェクト目標： 対象県の妊娠可能年齢の女性と新生児の健康状態が改善される。 
（３） 成果 

(ア) プロジェクトの経験・教訓が上位機関と関係機関にフィードバックされ、政策的支援を
得るための働きかけがなされる。 

(イ) 対象県において家族計画局・保健サービス局のマネージメントが改善される。 

(ウ) 安全な出産のためのサービス提供体制が対象県以下で強化される。 

(エ) 民間の協力を得て対象地域住民が主体的にリプロダクティブヘルスサービスを利用で
きるようになる。 

 
1-3 投入（2008 年 7 月末現在） 
日本側： 

専門家派遣 長期 3 名（49 人月） 機材供与      約 105 万円 

短期 4 名（4.4 人月） ローカルコスト負担   約 4600 万円 

研修員受入   9 名（10.3 人月） その他 なし 

相手国側：  

カウンターパート配置  34 名（のべ 48 名） 機材の配置、 

土地・施設提供、プロジェクト事務所２箇所、 ローカルコスト負担、 



  
2. 中間評価調査団の概要 
調査者 1. 総括／団長： 石井羊次郎 JICA 人間開発部次長 

2. 保健システム：相賀裕嗣  JICA 人間開発部課題アドバイザー 
3. 母子保健：  久保倉健  JICA 人間開発部 第三グループ母子保健チーム 
4. 協力計画：  牧本小枝  JICA バングラデシュ事務所 
5. 評価分析：  坪根千恵  グローバルリンクマネージメント株式会社 

調査期間 2008 年 7 月 12 日～2008 年 7 月 30 日 評価種類：中間評価 
3.評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

（１）各成果の達成度合い 

１）成果１：プロジェクトの経験・教訓が上位機関と関係機関にフィードバックされ、政策的支
援を得るための働きかけがなされる 

本プロジェクトは様々な媒体を用いて上位機関及び他ドナーとの経験・情報の共有に努めてい

る。現在プロジェクトニュースレターが 5 部まで発行されており、プロジェクト主催の中央レベ

ルでの会議はのべ６件である。その結果、特にコミュニティレベルの活動成果に対する保健家族

福祉省内での認知度が高まっている。また、他ドナー（UNFPA と OGSB）が本プロジェクトで開発

された C-SBA 報告様式の試行に興味を示しており、現在試行を合同で行う計画を交渉中である。

活動の進捗状況と保健家族福祉省内でのプロジェクトの認知度から判断し、成果 1 は着実に達

成されつつあると言ってよい。残り 2 年間で、上位目標を念頭に置いた、より戦略的かつ体系的

なアドボカシー活動が必要となってくる。特に、プロジェクトがとったアプローチの有効性を客

観的に示すプロジェクトの経験をまとめた事例集や、普及にあたってのツールとなるオペレーシ

ョナルガイドライン作成は、成果１における今後の 重要業務の一つである。 

 

２）成果２：対象県において家族計画局・保健サービス局のマネージメントが改善される 

県・郡レベルのマネージャーは DPIC 及び UPIC ミーティング参加を通して、データ分析及びプ

レゼンテーションスキルを向上させた。加えて、質の高い公立病院を有する他県へのスタディツ

アー、フィールドレベル保健サービス提供者研修のための郡マネージャーへのトレーナー研修

（ToT）なども彼らのマネージメント能力を高めるのに貢献した。 

ローカル・レベル・プランニング（LLP）が地域の状況に合った保健事業の実施のために有効で

あるとの考えから PDM に組み込まれてきた。LLP 実施のための研修は行われ、郡レベルでの事業

計画も立てられたが、実施の予算が中央政府から下りなかったため、作成された計画を実行する

ことはできず、サービスによって一部を活用したにとどまっている。よって、プロジェクトは郡

単位の行政単位での LLP にかえて、医療施設単位の医療施設改善計画を実施することとしたが、

まだ始まって間もない状況である（詳しくは成果 3を参照）。 

巡回指導は適切に行われていない状況である。主な要因として、郡マネージャーの巡回指導に

関するコミットメントの低さ、巡回のための車と予算の欠如、巡回指導の形骸化、などが挙げら

れる。プロジェクト後半において、巡回指導システムが強化されることが必須である。 

全体として、成果 2 達成へ向けた進捗はみられるが、LLP から医療施設改善計画への変更、及

び巡回指導実施の遅れにより、現在の達成度は計画より遅れ気味である。 

 

３）成果３：安全な出産のためのサービス提供体制が対象県以下で強化される 

ポラッシュ及びライプラの郡病院への包括的緊急産科ケア機材の提供並びに手術室の改修、及

び MCWC 並びにモノホルディ郡病院への医療機材の供与がなされた。供与からまだ日数が経ってい

ないため、その効果はプロジェクト後半に期待される。 

医療施設改善計画・活動は、公立病院及び FWC でのサービス改善を目的として始められた。本

活動により、公立病院では、産褥婦および妊産婦検診のためのプライバシーを確保したスペース



の確保、外来患者に対する保健教育の実施などが始められている。また、ユニオン評議会を中心

としたモデルユニオン活動により、FWC のインフラ整備のための支援の確保、施設の改修などが

開始されている。 

本プロジェクトにより現在までに 625 人の FWA, HA、ボランティア等が母性保護に関するトレ

ーニングを受けた。さらに 6名の FWV 及び 3名のシニアスタッフナースに対して本邦研修が実施

されている。 

日本人地域保健専門家の着任の遅れもあり、特に郡マネージャーによるモニタリングの強化、

リファーフォーム、予防接種サービスとサテライトクリニックの提携に関連する活動の指標のデ

ータが取れておらず、計画よりも遅れ気味である。各指標の目標値を達成するための活動の加速

が必要となるであろう。 

残りの期間における重要な業務の一つとして、公共医療施設で提供されるサービスの質の改善

が挙げられる。帝王切開が適切な場合に適切な方法で行われているかも含め、医療サービスの質

についてモニタリングするシステムが開発されることも必要であろう。 

４）成果４：民間の協力を得て対象地域住民が主体的にリプロダクティブヘルスサービスを利用
できるようになる 

CARE バングラデシュとの協力で介入している 2郡（県下全 6郡中のモノホルディ郡とライプー

ラ郡）での CmSS（村レベルでコミュニティサポートグループを形成し、右グループが妊産婦、新

生児あるいはその家族をサポートするシステム）により成果が上がっている。現在 2郡で 60 のグ

ループが設立されている。CmSS により、妊産婦のための基金の設立、搬送の手配、妊産婦検診の

際の付添い人の提供などが行われている。CmSS ができてから妊産婦は安心感が増し、CmSS を頼り

にしていると語っている。CmSS 設立以来妊産婦死亡率が減少したあるいは死亡が起こっていない

と報告するコミュニティもある。CARE バングラデシュを通じた介入では、他にも CCA（コミュニ

ティ・チェンジ・エージェント）による活動や男性への啓発活動が行われている。CCA は宗教リ

ーダー、村医者、教師など、地域の重要な人員で構成されており、母子保健や出産計画に関する

情報の普及や啓発活動を実施している。 

CmSS の設立されていない地域では、JICA の郡コーディネーターがコミュニティレベルの活動を

支援しており、その結果、２つのユニオン評議会予算において貧困家庭の妊産婦への助成金の予

算が計上されるようになったり、ユニオン評議会議長が個人的な寄付を行うようになったりして

いる。 

これらの成果から、成果４は順調に目標達成の途上にあると言える。残りの期間の活動として

は、CARE バングラデシュの活動する２郡で CmSS の必要性があるがまだが設立されていない地域

での CmSS 活動の活性化、CmSS 活動を他地域に普及するためのケーススタディとオペレーショナ

ルマニュアル作成、CARE バングラデシュが関与していない４郡でのコミュニティ活動の活性化が

重要となるであろう。 

指標に関しては、定期的に取られているデータが少なく、また、そのデータは地域全体で見る

とかなり低い水準にとどまっているため(母子保健サービスを利用するために CmSS の支援を受け

た女性と新生児の数等)、コミュニティレベルの活動を適切に図るための指標や目標値の見直しも

念頭に入れる必要がある。 

 

（２）プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標：対象県の妊娠可能年齢の女性と新生児の健康状態が改善される 

プロジェクト目標に関する指標の推移に関しては、判断が難しい。プロジェクトによって収集

されているノルシンディ県の公立病院（モノホルディ郡病院、ライプラ郡病院、ポラッシュ郡病

院、シブプール郡病院、ベラボ郡病院、ショドール病院、県病院、母子福祉センター）における

出産件数及び妊娠合併症の治療数は伸びを見せている。公立病院の値は改善されているものの、

公立病院に加え私立病院を加えた全体値はほとんど変わっていない、あるいは若干の減少が見ら

れ、地域で施設分娩が増えていると判断することはできない。これは施設分娩数全体は変わらず



私立病院に通っていた妊産婦が公立病院に通うようになったという仮説を立てることもできる

が、私立病院の報告する数値は信憑性に欠けるため、この仮説が成り立たない可能性が高い。 

また、公立病院における指標の改善についての本プロジェクトの貢献度の判断も難しい。たと

えば、ライプラ郡における病院での 2006 年から 2007 年への出産及び合併症治療数の増加は、本

プロジェクトと DSF1の相乗効果によるものと考えられるが、どの程度が DSF による伸びであり、

どの程度が本プロジェクトによるものなのか見極めは困難である。 

一方、DSF が導入されていないモノホルディ郡においても、病院での出産件数並びに妊娠合併

症治療数において伸びを見せている。この伸びは本プロジェクトによる貢献が大きいと考えるこ

とができる。他方、DSF の介入がなく、本プロジェクトにおいてそれぞれ１つのモデルユニオン

しか持たず2、さらに CmSS の活動も行われてなく、緊急産科ケアの施設を持たないシブプール、

ベラボ両郡病院においては、出産数の増加のみが見られるが、妊娠合併症治療数の伸びは見られ

ない。よって、公立病院での出産数の増加は、自然増加も一因と言えるが、プロジェクトは特に

妊娠合併症治療増加に貢献していると言える。 

DSF バウチャーは 2007 年後半から配布が始まっており、県都に所在するショドール病院と MCWC

の伸びも同時期に始まっているため、その増加のほとんどは DSF バウチャーによるものと考えら

れる。 

病院における出産及び合併症治療数の増加により、プロジェクト目標である妊娠可能年齢の女

性と新生児の健康状態の改善は見込めると考えられるが、現在の時点でどの程度プロジェクト目

標を達成しているかは、DSF による影響、及び指標による測定の困難さなどにより、判断するの

は難しい。なお、妊産婦死亡率及び新生児死亡率に関しては、ノルシンディ県としての指標の入

手可能性が低く、指標の見直しが必要と考えられる。 

 
3-2 評価結果の要約 

（１） 妥当性 

本プロジェクトの上位目標およびプロジェクト目標の内容は、以下の項目に照らして再検討し
た結果、現時点においても妥当であるといえる。 

 バ国の妊産婦死亡率は出生 100,000 対 320（(バングラデシュ妊産婦保健サービス・妊産婦死

亡調査, 2001)、新生児死亡率は出生 1,000 対 52（バングラデシュ人口保健調査, 2007）と、

アジアの中でも高い国の一つである。ノルシンディ県においては、熟練介助士による出産介

助率は 4.4%と全国平均の 11.6%を大幅に下回っている。その他、ノルシンディ県におけるリ

プロダクティブヘルスに係る指標は全国平均を下回るものが多く、県における母子保健分野

での介入の必要性を示している。 

 バ国は MDGs 達成にコミットしており、本プロジェクトに関連する MDGs としては、妊産婦の

健康の改善と乳幼児死亡率の削減が挙げられる。また、バ国政府の PRSP も母子保健を優先課

題と位置付けており、その結果、HNPSP も同分野を優先分野と位置付けている。 

 本プロジェクトの支援内容は、母子保健を含む保健セクターを優先課題の一つとしている我

が国の対バングラデシュ国別援助計画とも一致している。また、バ国において母子保健を一

つの重要なコンポーネントとしてあげている JICA の国別事業実施計画とも合致している。 

 本プロジェクトは母子保健に関するステークホルダーを中央レベルからコミュニティレベル

まで包括的に含んだプロジェクトである。このことから、本プロジェクトは母子保健促進に

関連するすべてのステークホルダーのニーズに答える仕組みであると言うことができる。 

 
（２） 有効性 

                                                  
1 DSF は貧しい妊産婦に対して直接バウチャーを与えることにより妊産婦保健サービスの需要を増やすことを目的

としたスキームである。WHO により 21 郡におけるパイロットが 2007 年 5 月より始まった。 
2 モノホルディ、ライプラ、ポラッシュにはそれぞれ２つ、ショドール、シブプール、ベラボにはそれぞれ１つモデルユ

ニオンがある。 



定性的な分析によると CmSS やモデルユニオンなど、本プロジェクトで採用されているいくつか

のアプローチは有効性の面ですでにプラスの結果を出しつつある。 

まず、CARE バングラデシュを通じた介入により実施されている CmSS の活動は成果４並びにプ

ロジェクト目標の達成に貢献している。他のドナーの下で CARE バングラデシュにより実施されて

いる CmSS と JICA の CmSS には相違がある。特に JICA 版 CmSS が成功している要因として、1) 他

のドナーの CmSS のようにブロックグラント（一括補助金）を供与していないため、コミュニティ

サポートグループは自らの基金を作り、その自立発展性を高めている、2) 本プロジェクトの CmSS

は、地方行政システム及び中央政府ともリンクしており、CmSS の経験は効果的に中央政府と共有

されている、3) 本プロジェクトの CmSS はユニオン評議会とのつながりも強く、コミュニティの

声・要求がユニオン評議会を通じて効果的に医療施設に届く、などの点があげられる。 

DSF と CmSS が互いに補い合い、相乗効果を出していることも確認されている。DSF が導入され

たライプラ郡で、CmSS は DSF が支給されない妊産婦へ経済的支援をし、DSF を受給しているが医

療施設までの移動手段や付添い人を確保できない妊産婦への支援を行っている。 

モデルユニオンアプローチは 71 ユニオン中 9ユニオンを集中的に支援し、そのモデルを県の他

地域に普及するアプローチである。普及しやすいよう各郡に少なくとも１ユニオンが選定されて

いる。今後、モデルユニオンアプローチの有効性がプロジェクトの終盤に評価されることとなる

であろう。 

包括的緊急産科ケアや医療施設改善計画はまだ開始されてから間もないことから、プロジェク

ト後半にその効果が発現されることが期待されている。 

一方、指標のデータのいくつかが現時点で取れていないことは、本プロジェクトの有効性の検

証を危うくしている。 

 

（３） 効率性 

ライプラ郡病院及びポラッシュ郡病院への包括的緊急産科ケアの設備の供与及び手術室の回

収、並びにモノホルディ郡病院及び MCWC への医療機材の供与は成果 3達成の礎を築いた。一方、

6名の FWV、3名のシニアスタッフナースに対する本邦研修については、研修を受けた人数が少な

いこと、人選が戦略的に行われなかったこと、日本とバ国の技術レベルや保健・医療体制の違い

により学んだことを適用する機会が限られていることなどから、成果 3 及びプロジェクト目標へ

の貢献は限定的であったといえる。 

プロジェクト開始当時、現在と同じ投入を用いて 71 ユニオン全てをカバーする計画であった

が、現在は 9つのモデルユニオンでの活動に集中している。便益を受けられるエリア及び人口が

減っているため、数量的には一見効率性が下がったように見える。しかし、モデルユニオンアプ

ローチは成功例を効率的に生み出しアプローチの有効性を実証することを想定しており、１年後

の評価で有効性が確認できればモデルを普及することも視野に入れられている。現時点ではまだ

このアプローチの効率性に関して 終判断をするには時期尚早である。 

更に、ユニオン評議会が貧しい妊産婦へ供与するために予算を計上したり、ユニオンチェアマ

ンが個人的に FWC へ寄付を行っていることにより、プロジェクトは地域のリソースモービライゼ

ーションに成功していると言える。 

CARE バングラデシュとの契約やローカルスタッフの雇用は、ローカルリソース、経験及び知識

の有効活用という点において、効率性を高めていると言える、また、他ドナーとの協調によって

も効率性を高める努力がなされている。例として、本プロジェクトでカバーされている C-SBA が

UNFPA の研修に参加できるよう UNFPA と調整を行ったり、モノホルディ郡病院に介入している

UNICEF と病院機材の提供を割り振ったりといった事例などが挙げられる。 

LLP は研修への投入にもかかわらず、その後バ国政府からの実施のための予算が下りなかった

ことから、計画通りに進まず、計画は立てられたものの結局実施には至らなかった。2008 年度の

LLP パイロット事業にもノルシンディ県は対象とならなかったため、LLP 支援については再考の余

地がある。 

 
（４） インパクト 



本プロジェクトの上位目標は、順調に達成の途上にあると言ってよい。CmSS や C-SBA 報告様式

など、いくつかのアプローチは他ドナーや保健家族福祉省の関心を引いており、保健家族福祉省

保健サービス局においてコミュニティクリニック活性化に CmSS の採用を組み合わせる案が進ん

でいたり、C-SBA 報告様式の UNFPA 及び OGSB による他県での試行が計画されていたりという他県

への広がりの可能性が見られる。プロジェクトはさらに、医療施設改善計画も他県で適用できる

アプローチと考え、本プロジェクトでの効果の発現及びアドボカシーに力を入れていく計画であ

る。上位目標達成のために、今後更なる戦略的・体系的なアドボカシーが必要になってくるであ

ろう。 

想定されなかった負のインパクトは見られないが、想定されなかった正のインパクトは出現し

てきている。まず、コミュニティレベルでのイニシアティブやリソースを動員できたことが挙げ

られる。次に CmSS の活動が母子保健にとどまらず、喧嘩の仲裁、道路の舗装、結婚持参金システ

ムや早婚の問題を含む女性の問題に関する支援策の模索など、多岐に広がっていることである。

これらの活動はコミュニティ開発・強化及び女性の地位の改善にも役立ちつつあると言える。 

 

（５） 自立発展性 

2008 年末には選挙を控えているが、バ国政府は MDGs を批准していることから、選挙後も母子

保健に関する政策的支援は得られるものと考えられる。だが、ユニオン評議会議長の選挙も行わ

れることから、ユニオンレベルでのイニシアティブが持続するかどうかは定かではない。 

県・郡レベルでの政策的支援並びにコミットメントとオーナーシップは出現してきており、ユ

ニオンレベルでは比較的高い。県・郡・ユニオン・コミュニティのキャパシティは改善している

が、プロジェクト終了後、支援なしでプロジェクトの運営・管理を行えるかは定かではない。 

本プロジェクトは既存の行政システムを利用したプロジェクト実施体制を採用しているため、

組織面での持続性は比較的高いと言える。プロジェクトで設立したもので既存の枠組みではない

DPIC と UPIC の二つの委員会に関し、保健サービス局、家族計画局並びに NGO とのコーディネー

ション機能を保ったまま、既存の保健関連の会議に統合する、あるいはプロジェクト終了後も現

在のまま存続させる方法を模索する、のいずれかの方策を練ることが必要であろう。 

CmSS に関しては、コミュニティレベルでのモチベーションは、コミュニティがその活動による

効果を実感できる限りは続いていくと思われる。CmSS が自ら基金を立ち上げ財政面で自立発展性

を持ちわせていることは特記に値する。 

一方で、中央政府の予算、特に、緊急産科ケアの機材のメンテナンス費用が確保されないこと

は、プロジェクトの自立発展性に影を落としている。 

 

3-3 効果発現に貢献した要因 

プロジェクトの効果発現に貢献した要因として、中央からユニオンレベルまでのカウンターパ

ートを含んだプロジェクトデザインの包括性、ユニオン及びコミュニティレベルにおける高いコ

ミットメント、チーフアドバイザーの JICA バングラデシュにおける母子保健分野の企画調査員と

しての経験、JOCV による側面支援、CARE バングラデシュのコミュニティレベルの活動に関する知

見が挙げられる。 

 

3-4 問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクトのパフォーマンスを限定した要因として、医療人材の人員不足、医療施設におけ

る設備・機材・物資不足、政府のトップダウンの意思決定システム、バ国の予算不足、コミュニ

ティ及び世帯レベルにおけるバリアなどがあげられる。 

 

3-5 結論 

特に、成果１と４の着実な進捗により、定性的な成果は出現し始めているといえる。しかし、

信頼できるデータ及び県レベルのデータの欠如により、プロジェクト目標の達成度を測るのが困



難であるのに加え、他ドナーのイニシアティブ（DSF）により、観察された変化とプロジェクトの

介入との因果関係を検証するのは困難である。一方、上位目標に関しては、順調に進捗している

といえる。 

5 項目評価に関しては、妥当性とインパクトは比較的高い。有効性や効率性を高める様々な努

力もなされている。有効性においては、モデルユニオンアプローチや医療施設改善計画などにつ

いて、プロジェクト後半で評価される必要があるであろう。また、モデルユニオンの結果により、

プロジェクトの効率性も再評価される必要がある。自立発展性に関しては、1) 保健家族福祉省の

予算を確保すること、及び 2) 医療施設レベルでの人員を確保すること、が喫緊の課題であろう。

県・郡レベルに関しては、1) 巡回指導のシステムを確立すること、2) プロジェクトからの支援

なしで本プロジェクトに係る活動の運営管理ができる能力を開発することが課題である。 

 
3-6 提言と教訓 
以上の結果を踏まえ、中間評価調査団は以下のとおり提言を行なうとともに、教訓を得た。 

 
（１）提言 
・ 成果３に係る活動（サービス提供、緊急産科施設の改善等）と成果４の CmSS を通じたコミュ

ニティ活動は、産科合併症リスクのある妊産婦の施設分娩の増加に寄与した要因の一つであ
ると考え得る一方で、現時点で CmSS がカバーする地域は限られており、そのような中で、全
国的に産前検診や施設分娩が増加傾向にあること、本プロジェクトの対象地域の一つライプ
ラ郡内で試行的に実施されたバウチャーシステム（DSF）等、施設分娩の増加に影響を与えた
他の様々な要因も存在する。したがって、本プロジェクトの 9 つのモデルユニオンで現在実
施されているアプローチの効果をまずは実証した上で、その後、ノルシンディ県においてア
クセスの悪い中州地区を含めた他のユニオンへ効果的なアプローチを普及させていくための
対策を講じるべきである。また、本プロジェクトが、9 つのモデルユニオンの他に、いくつ
のユニオンを直接カバーできるのか、モデルユニオン・アプローチの評価を行う機会（2009
年 4 月または 5 月を予定）等を利用して、バングラデッシュ側関係者と協議するようプロジ
ェクトチームへ提案する。  

・ 将来のプロジェクトモデルの標準化や他県への普及を見据えて、本プロジェクトで蓄積され
た経験の文書化、並びにケーススタディの実施や実践的なガイドライン（CmSS、モデルユニ
オン・アプローチ、緊急産科施設の改善、バングラデッシュ政府側の有する IEC 教材の効果
的活用に関するガイドライン）の作成を行なうようプロジェクトチームへ提案する。 

・ 成果４に係る具体的成果が確認されたことから、本プロジェクトが今後より集中して取り組
むべき課題として、成果３に関連する母子保健サービス従事者の臨床能力の強化があげられ
る。さらに、本プロジェクトの効果を 大化するためには、患者中心の母子保健サービス（保
健スタッフの患者に対する応対、清潔で機能的な保健医療施設等）が提供されようより配慮
することが望まれる。母子保健サービスの質のチェックを行なえるようなモニタリングシス
テムが必要であることをプロジェクトチームに提案する。  

・ コミュニティ活動の成功は、ローカル NGO（CARE バングラデシュ）の介入を得て上手く機能
した CmSS によるものが大きい。本プロジェクトの今後の課題は、CARE バングラデシュに頼
らず、コミュニティの既存の体制と人材を活用して、コミュニティ活動を展開できるかとい
う点である。コミュニティの動員に活用できる実践的ガイドラインの開発や CmSS がカバーす
るユニオンにおけるコミュニティ活動のモニタリングの強化を支援するようプロジェクトチ
ームへ提案する。 

・ 本プロジェクトは、これまで新生児の健康改善を直接支援するような活動を実施していない。
本プロジェクトの限られた残りの協力期間を考慮し、本プロジェクトとしては、新生児の健
康改善に特化した新たな介入は行なわず、すでに活動が展開されている産前検診や安全なお
産サービスの強化、またはコミュニティでの啓発活動の中で新生児ケアに関する基本情報も
取り扱うなどして対応していくようプロジェクトチームへ提案する。  

・ LLP はこれまで十分機能していないことについて報告及び確認がなされている。バングラデ
ッシュ政府は、今後いくつかの県で LLP を試行的に実施する予定であるが、ノルシンディ県
は対象となっていない。したがって、成果２に関連した主要な活動となっていた LLP の支援
は今後行なわず、また成果２に関連したその他のマネジメント強化に係る活動を成果３もし
くは成果４に振り替えるなどして、PDM の成果レベルを改訂するようプロジェクトチームへ



提案する。 
・ 上述した各提言を踏まえつつ、2008 年 10 月末までに PDM の改訂、並び本プロジェクトの戦

略と実施計画の作成を行なうようプロジェクトチームに提案する。 
・ 緊急産科施設の医療機材の維持管理、並びに県や郡レベルにおける母子保健サービス従事者

の配置に必要な予算を確保することは、バングラデシュ保健セクターの課題となっている。
本プロジェクトの協力終了が予定されている 2010 年以降も、本プロジェクトの活動がバング
ラデシュ側関係者の手によって持続・発展されるために必要な予算阻止を講じるよう保健家
族福祉省に求める。 

・ JICA は、2008 年 7 月 19 日から 8月 11 日にかけ、保健プログラム形成調査を実施している。
JICA の中・長期計画に基づき、バングラデッシュの母子保健分野に対して、予測可能で且つ
継続性のある協力を行うことを JICA に提言する。 

 
（２）教訓 
・ 本プロジェクトでは、長期・短期の日本人専門家、現地雇用の経験豊富なテクニカルアドバ

イザーとコーディネーター、そして再委託を受けた現地 NGO のメンバーがチームとなって実
施されてきた。ローカル人材がプロジェクトチームに加わることは、バングラデシュ側カウ
ンターパートとコミュニケーションを図る上での語学上の問題が軽減されるとともに、日本
人専門家を長期間派遣するケースと比較すると費用対効果の高い活動の実施に寄与したと言
える。バングラデシュのようにプロジェクト経験が豊富なローカル人材を有する国でプロジ
ェクトを実施する際には、ローカル人材の積極的な活用について検討することを薦める。 

・ 本プロジェクトでは、コミュニティレベルにおいて、住民のサービス提供者に対する信頼の
獲得や様々な調整を行なう上で、ユニオンレベルの地方政府組織（Union Parishad/Chairman）
の果たした役割は大きかった。コミュニティ活動を実施するプロジェクトについては、地方
政府組織をプロジェクト活動に巻き込むことを薦める。 

 


