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１－１　協力の背景と概要

ミャンマー連邦（以下、「ミャンマー」と記す）では、保健医療従事者の技術及び人数の不足、

保健医療施設へのアクセスの悪さが課題となっている。また、伝統的習慣や情報不足などにより、

住民のリプロダクティブヘルス（Reproductive Health：RH）に対する理解や関心・知識が低いこ

とも問題となっている。

ミャンマーの妊産婦死亡率（Maternal Mortality Rate：MMR）（360/10 万対 1）、乳幼児死亡率（Infant 
Mortality Rate：IMR）（86/1,000 対 1）はいずれも高く、避妊実行率（Contraceptive Prevalence 
Rate：CPR）の低さ、避妊を望みながら行えない個人あるいは夫婦の比率の高さ、専門技術者が

介助する出産の割合の低さが問題として指摘されている。特に妊産婦死亡原因の約 50％を（非合

法であるはずの）妊娠中絶による合併症で占められているという現状は、ミャンマーで RH を推

進するうえで、大きな課題となっている。地域的には、シャン州、なかでも北シャンと東シャンが、

MMR が 5002 を超えるなど、国内他地域に比べて RH 関連の指標が悪い地域となっている。

このような現状を踏まえ、本プロジェクトでは、シャン州チャウメータウンシップ及びナウン

チョータウンシップを対象として、安全な妊娠・出産（Safe Motherhood）の推進を目的とした協

力を実施することとなった。

１－２　協力内容

（1）上位目標

ミャンマー国内のプロジェクト地区及びプロジェクト拡大地域における RH の状態が向上

する。

（2）プロジェクト目標

プロジェクト地区における質の高い RH サービスの利用が増加する。

（3）成果

1）　プロジェクト地区において、安全な妊娠と出産に焦点を当てた RH サービスの質が向上

する。
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2）　プロジェクト地区の住民、特に女性の RH に関する意識と知識が向上する。

3）　RH サービスと地域住民とのつながりが強化する。

4）　地域展開型 RH アプローチを支援する体制が形成され、機能する。

5）　ミャンマーの RH プログラムの基で広く適用可能な地域展開型 RH のアプローチが形成

され、文書化される。

（4）投入（実績）

1）　日本国側

専門家：計 140.52 人月

保健医療施設改修：農村保健センター（Rural Health Center：RHC）、準農村保健センター

（Sub Rural Health Center：Sub-RHC ）
供与機材：基礎的医療資機材、母子保健推進員（Maternal and Child Health Promoters：
MCHP）キット、IEC/BCC 教材他

カウンターパート研修：本邦研修 20 名、第三国研修（ベトナム）6 名

2）　相手国側

カウンターパート配置：延べ 18 名

施設提供：執務室 3 カ所、チャウメー、ナウンチョー、ヤンゴン（ただし、ヤンゴンの

み 2006 年 2 月まで）

３－１　実績の確認

（1）成果１－５の達成状況は以下のとおりである。

1）　成果１： プロジェクト地区において、安全な妊娠と出産に焦点を当てた RH サービスの

質が向上する。

必要な RH に関する知識または技術を備えたサービス提供者の割合に関するすべての指

標が、ベースライン調査の結果に比べて、エンドライン調査時には大幅に上昇した。

2）　成果２：プロジェクト地区の住民、特に女性の RH に関する意識と知識が向上する。

2005 年から 2008 年までの 4 年間、15 歳以上の男性と 15 歳～ 49 歳の女性の間の RH に

関する知識をもつ人の割合（指標 1-3）と適切な RH 関連行動をとる女性の割合（指標 4-5）
は大きく増加した。さらに、2006 年から 2008 年にかけて保健教育に参加した女性の数は

増加し（2007 年から 2008 年にかけてのナウンチョーでの減少を除く）（指標 6）、多数の情

報・教育・コミュニケーション / 行動変容を目的としたコミュニケーション（Information、
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Education and Communication/Behavior Change Communication： IEC/BCC）教材が開発され、

広く関係者に配布された。

3）　成果３：RH サービスと地域住民とのつながりが強化する。

2005 年から 2008 年にかけて、専門助産技能のある介助者（Skilled Birth Attendant：SBA）

と補助助産師（Auxiliary Midwife：AMW）による産後健診（Postnatal Care：PNC）サービ

ス件数は大幅に増加し、AMW による保健施設へのリファー件数も上昇した。

4）　成果４：地域展開型 RH アプローチを支援する体制が形成され、機能する。

地域展開型 RH の支援組織である、中央レベルではプロジェクト運営委員会（Project 
Steering Committee：PSC）、地元においてはタウンシップ・ワーキング・グループ（Township 
Working Group：TWG）、 村落ワーキング・グループ （Village Tract Working Group：VTWG）

が 2005 年 9 月に組織され、各委員会の調整会議が定期的に開催された。各タウンシップに

おいてさまざまなプロジェクト活動の計画が作成された。 

5）　成果５：ミャンマーの RH プログラムの基で広く適用可能な地域展開型 RH のアプロー

チが形成され、文書化される。

プロジェクトが形成した地域展開型 RH アプローチは、他地域での展開を念頭に、現在

実施ガイドに取りまとめ中である。第１稿と第２稿は既にカウンターパートと共有済みで、

2009 年 9 月開催の PSC において最終稿の完成作業が行われる予定である。指標となってい

る実施ガイドの他地域への配布は 2009 年 11 月開催の普及ワークショップで実施される計

画である。

（2）プロジェクト目標及び上位目標の達成状況は以下のとおりである。

プロジェクト目標：プロジェクト地区における質の高い RH サービスの利用が増加する。

以下に示すように、2005 年から 2008 年の 4 年間に、5 つの指標［1.CPR、2. 産前健診

（Antenatal Care：ANC）を 4 回以上受けた女性の割合、3. 技術をもった保健医療従事者の介

助による出産の割合、4. 上位の医療機関に搬送された妊産婦の割合、5. 妊産婦の破傷風（Tetanus 
Toxoid：TT）ワクチン接種率）がおおむね改善した。

しかしながら、指標 4 は、ベースライン調査とエンドライン調査の比較では減少している

のに対し、タウンシップの保健データによると ANC に占めるリファーラルの割合は上下動

しつつも 2 点比較では増加した。この指標に関しては、リファーラルの理由が不明であり、

また近隣のタウンシップを受診したケースが把握されていないことから、「サービス利用の増

加」の判定材料としてはやや問題があると考えられる。

結論としては、5 つの指標のうち（判断対象から除外した指標 4 を除く）4 つに改善傾向が

確認されたことで、プロジェクト目標はおおむね達成されたといえる。しかしながら、指標

には目標値が明記されておらず、改善の度合いが必ずしも大きくない項目もあった。

指標 1：CPR 
ベースライン調査：チャウメー 41.1％、ナウンチョー 41.3％
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エンドライン調査：チャウメー 56.9％、ナウンチョー 49.1％

指標 2：ANC を 4 回以上受けた女性の割合

ベースライン調査：チャウメー 49.0％、ナウンチョー 39.2％
エンドライン調査：チャウメー 44.4％、ナウンチョー 50.5％

タウンシップ 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

チャウメー N/A 13.4%（734） 11.7% （652） 17.1%   （974）

ナウンチョー 10.4% （363） 23.0% （821） 24.9% （908） 31.6% （1,177）
（ ）内の数値は実数。

出典：Township Health Profile/HMIS/RHMIS

指標 3：技術をもった保健医療従事者の出産介助を受けた出産の割合

ベースライン調査：チャウメー 55.8％、ナウンチョー 39.3％
エンドライン調査：チャウメー 59.3％、ナウンチョー 72.8％

指標 4：上位の医療機関に搬送される妊産婦の割合

ベースライン調査：チャウメー 7.7％、ナウンチョー 9.4％
エンドライン調査：チャウメー 6.4％、ナウンチョー 5.3％

タウンシップ 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

チャウメー 4.1% （93） 5.6% （148） 5.2% （143） 6.4% （205）

ナウンチョー 3.2% （67） 4.2% （102） 3.5%  （84） 5.3% （156）
（ ）内の数値は実数。

出典：Township Health Profile/HMIS/RHMIS

指標 5：妊産婦における TT ワクチン接種率

ベースライン調査：チャウメー 78.7％、ナウンチョー 76.8％
エンドライン調査：チャウメー 76.5％、ナウンチョー 86.4％

タウンシップ 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

チャウメー 69.1% （3,715） 53.8% （2,947） 66.3% （3,705） 56.7% （3,232）

ナウンチョー 72.8% （2,552） 79.7% （2,852） 78.6% （2,866） 82.8% （3,085）
（ ）内の数値は実数。

出典：Township Health Profile/HMIS/RHMIS

上位目標：ミャンマー国内のプロジェクト地区及びプロジェクト拡大地域における RH の状

態が向上する。

入手可能な指標データの信頼性に問題があり、現時点で上位目標の達成度合いを判断する

のは困難である。

プロジェクト地区においては、第 1 の指標、MMR は 2005 年（チャウメー 187/10 万、ナウ

ンチョー 189/10 万）に比べ 2008 年（チャウメー 143/10 万、ナウンチョー 180/10 万）に減少した。

ただ、この指標は変動が激しく、どちらのタウンシップも 2007 年の値（チャウメー 137/10 万、
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ナウンチョー 87/10 万）を記録し、翌年に悪化している。

第 2 及び第 3 の指標（妊娠合併症の発生件数及び出産合併症の発生件数）については、ベー

スライン調査とエンドライン調査の比較においては悪化しているか、もしくはデータが信頼

性に欠ける。

拡大地域における RH の状態の改善は、現状並びに地域展開型 RH 展開に向けてのミャン

マー政府の今後の努力如何である。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性

プロジェクト目標及び上位目標はターゲットグループ［出産可能年齢（15 ～ 49 歳）女性

（Women in Reproductive Age：WRA）］のニーズ、ミャンマーの保健政策と合致している。

保健弱者である妊産婦をターゲットに据える本プロジェクトは、日本のミャンマー援助方

針である人道支援に則するものである。同時に、MCHP 制度の先駆者である日本は、母子保

健（Maternal and Child Health：MCH）分野において他国に移転するに値する技術的優位性を

有する。

専門家の移動制限の対象地であり、また山岳地形故に遠隔の村までプロジェクト活動が行

きとどかないため、プロジェクト地区は地域展開型 RH アプローチのモデルを形成するのに

最適な場所とは言い難い。

プロジェクト計画については、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 
Matrix：PDM）に指標の目標値が明記されていれば、目標の達成の可否をより厳密に判断

することが可能であっただろう。また、外部条件の 1 つになっている「保健省（Ministry 
of Health：MOH）保健局（Department of Health：DOH）、タウンシップ医務官（Township 
Medical Officer：TMO）及び保健従事者などのカウンターパートが適切に配属されている」は

プロジェクトの枠組み内でコントロールできる事柄として整理すべきであった。

（2）有効性

前述のように、5 つの指標のうち 4 つが改善したことで、プロジェクト目標はおおむね達

成されたといえる。しかしながら、指標には目標値が明記されておらず、改善の度合いが必

ずしも大きくない項目もあった点は留意すべきである。

下記のように、5 つの成果はそれぞれプロジェクト目標の達成に効果的に貢献した（成果

１- ４）/ 貢献が予測される（成果５）。

成果１： 安全な妊娠と出産に係るサービスの質の改善

プロジェクトは基礎保健医療従事者（Basic Health Staff：BHS）及び AMW に対し多様な

研修を実施し、彼らの知識・スキルの向上を図った。同時に、保健医療施設改修を行い、

基礎的医療資機材を供与した。人材育成による能力向上とインフラ・機材面での強化は

サービスの質の向上、ひいてはサービス利用の増加に資するものであった。

成果２： 住民の RH 意識と知識の向上

多種多様な IEC/BCC 教材を開発し、BHS、AMW、MCHP に配布した。さらに、BHS 向

けの IEC/BCC 研修を行い、彼らが住民に保健教育を実施するとともに、AMW と MCHP に

対し定期的に IEC/BCC に関する指導を行った。これらの取り組みの成果として、地域住民、
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特にターゲット・グル―プ間で RH についての理解が進んだ。

成果３： 地域住民とのつながりの強化

2 つのタウンシップにおいて、プロジェクトが育成した地域の人材、合計約 3,800 名が

RH サービスの推進に重要な役割を果たしている。

・BHS ［助産師（Midwife：MW）含む］90 名

・AMW 233 名
・MCHP 3,326 名 （第 1 期生 /2006 年養成： 1,672 名 , 第 2 期生 /2008 年養成： 1,654 名）

・地域リーダー 200 名
現在 1,715 名の MCHP がプロジェクト地区の全 620 カ村において活動している。1 人が

30 世帯を受け持ち、妊産婦と 5 歳未満児のいる家庭を定期的に訪問して、ANC/PNC、予

防接種などのサービスを受けるよう促す。

地域展開型 RH アプローチの中心的要素である MW、AMW、MCHP の 3 者間の共労体

制の構築により、多忙な MW の業務量の軽減に貢献している。

成果４： 地域展開型 RH アプローチの支援体制づくり

プロジェクトが開催した経験共有ワークショップにおいてコミュニティによる RH ニー

ズ支援の好事例を交換することで、地域リーダーたちは自分たちの村で MCH 支援体制を

形成・強化しようとする機運が高まった。その結果、村の共同基金や保健医療施設への緊

急搬送のための移動手段を提供する仕組みをつくるなど、より多くのリーダーが妊産婦や

乳幼児のサービス利用の支援に取り組むようになった。

成果５： 地域展開型 RH アプローチの形成及び文書化

成果５は元来、中間評価時に外部条件に移された 2 つ目のプロジェクト目標「地域展開

型 RH アプローチの他地域への普及」にかかわるものである。したがって、この成果は現

行のプロジェクト目標の実現に直接寄与するものではないが、同アプローチの他地域への

普及のみならず、プロジェクト地区での継続的な実施のためにも有意義である。よって、

プロジェクト期間中に実用的な「地域展開型 RH アプローチ実施ガイド」が完成され、新

規展開の候補地と共有されることが重要と考えられる。

（3）効率性

前述のとおり、成果１から４は達成されたが、成果５の地域展開型 RH アプローチ形成、

並びに文書化は、終了時評価調査時点では未達成であり、プロジェクト終了までに完成の見

込みである。

投入の大半は質、量、時期、期間において適切に行われたと判断される。

カウンターパートのプロジェクトに対する強いコミットメントは評価に値するが、配置さ

れた人数が十分でないうえ、極めて多忙で、人事異動が頻繁であるため、プロジェクト実施

に十分かかわることができなかった。

助産教育とオペレーショナル・リサーチ / モニタリングの 2 分野の日本人専門家に関して

は、プロジェクト期間の前半でより長期間の派遣が行われれば、助産教育とモニタリング分

野でのより多くの成果を残せたと想定される。

プロジェクト実施の効率性を阻害した要因としては、専門家の入国・国内移動の制限、通

信インフラの不備が挙げられる。
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（4）インパクト

前述のとおり、入手可能な指標データの信頼性に問題があり、現時点で上位目標達成の見

込みを検証するのは困難である。

今までのところ負の波及効果の発現は確認されていない。正の波及効果としては、MCHP
のなかには MCH サービスのみでなく、プライマリー・ヘルスケア（Primary Health Care：
PHC）を推進する動きが生まれていることが挙げられる。また、本プロジェクトの経験に基

づいて MOH が提案した新たな住民参加型 MCH プロジェクトが世界保健機関（World Health 
Organization：WHO）との共同事業として開始された。

しかしながら、MOH の限られた予算と人的資源は、今後の地域展開型 RH アプローチの展

開に向けての阻害要因となりうると想定される。

（5）自立発展性

・組織的自立発展性

プロジェクト活動をともに実施してきた過程を通じ、タウンシップ DOH は、地域展開型

RH アプローチを運営するための一定の能力を獲得したといえる。しかしながら、カウンター

パートの頻繁な人事異動という現状を踏まえ、運営技術の組織的な継承を可能にする効果的

な方策を導入する必要がある。同時に、MOH/DOH には地域展開型 RH アプローチを他地域

へ普及するための詳細計画を策定することが求められる。

MCHP からの聞き取りで、彼女たちの地域保健推進にかける意気込みが極めて高いことが

確認された。地域リーダーの後方支援に助けられ、MCHP は既に住民の信頼を勝ち得ており、

地域に根ざした活動が住民の保健意識・行動を変え、サービス利用の推進に寄与している。

行政側からの適切なサポートと地域の互助制度の基盤があれば、MCHP の大半が今後も活動

を継続すると想定される。

・財政的自立発展性

ミャンマーの保健予算がかろうじて人件費を賄える程度の規模で、プログラム予算を全面

的に外部支援に依存している現状下では、プロジェクト終了後、現行の投入の水準を維持

することは不可能である。地域展開型 RH アプローチの継続実施のためには、タウンシップ

DOH は、BHS への継続的医療教育（Continuous Medical Education：CME）や MCHP と AMW
への継続的保健教育（Continuous Health Education：CHE）など現行の制度を利用して、新た

な支出を抑える形で活動を行っていくことが望ましい。

・技術的自立発展性

カウンターパートの頻繁な人事異動という条件下で、地域展開型 RH アプローチを展開す

るためには、プログラム・マネジメントが制度化されなければならない。アプローチ運営の

ノウハウを実施ガイドに取りまとめ、今後のアプローチの実施者が参照できるようにすべき

である。同時に、地域に定着している BHS をアプローチ実施の要として位置づけるべきであ

ろう。

MW は CME を活用し、知識・技術の定着・向上を図る必要がある。また、MW は AMW、

MCHP に対して定期的に CHE を行って、地域保健人材の能力の強化を図り、継続的に指導・
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助言を行うことが大切である。

ボランティアである AMW と MCHP の活発な活動を促すためには、何らかのインセンティ

ブを提供することは必須条件といえる。インタビューした AMW と MCHP の大半が述べたよ

うに、新たな知識を得たり、過去に学んだことを再確認する研修の機会は彼女たちの意欲を

向上させ、継続的な活動を促進するのに良いインセンティブとなろう。予算や人材面での困

難があっても、MOH は学びの機会を提供するよう努めるべきである。

・地域展開型 RH アプローチの位置づけ

ミャンマーでは本プロジェクトと類似の MCH 分野のボランティア・プログラムを複数実

施中であり、MCHP の位置づけに関する関係者間の議論が必要と考えられる。国連機関が現

在実施中のものに加え、AMW、コミュニティ・ヘルスワーカー（Community Health Worker：
CHW）など既存の人材や、マラリアなど特定の目的のためのボランティアも存在する。限ら

れた資源の有効利用のため、ドナー並びに MOH の担当部局内において、これらの制度の比

較検討と今後の方針の明確化が求められる。

３－３　効果発現に貢献した要因

・最初は懐疑的だった人々が MCHP の役割を理解し始めた。これにより、住民の MCH への関

心・意識が高まった。

・保健施設の改修は地域住民・リーダー、ボランティアを刺激し、プロジェクト活動により積

極的に参加する契機となった。

・リーダーシップ研修などの機会を通じ、MW の間の「末端の保健スタッフ」という意識が、

自分たちはボランティア（AMW と MCHP）チームを率いる「リーダー」であるとの認識に

変わり、それによって行動も変化した。

・同様に、研修で講師を務めたディストリクト医療オフィサー（District Medical Officer：DMO/
TMO 側も今までのモニタリングの仕方を見直し、supportive supervision の考え方を取り入れ

るように意識が変わった。

・国連機関との協力により、既存の研修マニュアルを使用することができ、AMW の再研修の

早期実施に漕ぎつけた。

・さまざまな団体が保健分野で活動している影響で、人々の保健行動が急速に変化している。

母親、AMW、BHS によると、SBA の介助による出産、保健サービス利用が急増していると

のことである。このような状況は RH の改善に追い風となろう。

３－４　問題点及び問題を惹き起した要因

（1）計画内容関連

・山間の悪路と移動手段不足のため、遠隔地の住民が保健医療施設へ来ることが難しく、サー

ビス提供者の側のアウトリーチ活動（村を巡回しての予防接種など）が十分に実施できて

いない。

・BHSの欠員により、特にMW1人しかいないSub-RHCで、サービス提供に支障が生じている。

・道路状況が悪く、MW が MCHP や AMW に会う機会が限られる場合、協力関係が成り立ち

にくい。
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・MOH の財政難、人材不足が今後の地域展開型 RH アプローチ展開へ向けての最大の懸念材

料である。

（2）実施プロセス関連

プロジェクトを巡る外部条件が実施プロセスに少なからぬ影響を及ぼした。

・2005 年の首都移転後、MOH の通信インフラの不備に加え、カウンターパートと直接顔を

合わせる機会が月 1、2 回しか許可されず、意思疎通に支障をきたした。

・対象地区の治安上の理由により、プロジェクト開始後 9 カ月間、専門家の現地訪問が制

限された。さらに 2006 年には、ミャンマーの方針として外国人の国内移動には関係省

庁（MOH）からリエゾン・オフィサーの同行が義務づけられた。援助機関［国際 NGO
（International Non-Governmental Organization：INGO）を含む］の数が多い MOH にとっては

リエゾン・オフィサーとしての人員配置が困難であったため、プロジェクト専門家のプロ

ジェクト地区への頻繁な出入りはその回数が制限されることになった。

・カウンターパート及び BHS は少人数で多大な業務を担っているため、プロジェクト活動へ

十分に参加できない。MW の業務の大半は公衆衛生関連で占められ、本来の職務である助

産サービスに専念することが不可能である。加えて、カウンターパートは 2 年前後で人事

異動があり、MW 不在の地域がかなりの割合を占めるが、BHS の欠員はなかなか埋まらな

い。

３－５　提言

（1）プロジェクト実施関係者は、「地域展開型 RH アプローチ」の最も重要な要素、必要な基本

的投入パッケージ（研修、ハンドブックなどの教材など）及び課題を明確にし、同アプロー

チの実施ガイドとともに他のステークフォルダーと共有する。同アプローチの導入に関心

を示しているタウンシップがプロジェクト地区を訪れ、MCHP 制度がどのように機能して

いるか視察すると良い経験交流の機会となりうる。

（2）プロジェクト地区において本プロジェクトが達成した効果を維持するためには、第 3 期

MCHP 養成研修を含む「地域展開型 RH 活動計画」を策定し、実施することが必要である。

（3）「地域展開型 RH アプローチ」は、簡易化してその適用性を高めるためにミャンマー国内の

ほかの地域でも試行されるべきである。

（4）DOP とそのパートナーが、いわゆる地域に根ざしたアプローチ（例えば、地域支援グループ、

地域 MCH チーム、地域に根ざした小児疾患管理における地域保健ワーカー）を導入して

いるさまざまなプログラム・プロジェクトからの教訓を導くために、共同で評価検討する

フォーラムを設置することが必須である。このようなさまざまなアプローチの比較分析は、

仲間教育により MCH を推進する実践的なシステムの構築に有効である。

３－７　教訓

（1）2 年の任期が終わったあとも、無給で MCHP として継続して活動する意思を表明した

MCHP は全体の 66％を占めた。MCHP 選出の基準、研修の機会、BHS 特に MW の指導、

村人からの評価などが相まって彼らの継続につながっていると思われる。
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（2）妊婦、母親にピア（仲間）となる存在であるために、MCHP は出産経験のある女性であり、

MCH 単独の目的であったことは有効であった。

（3）日本人専門家が、MOH 及びタウンシップのカウンターパート、BHS、村の人材とともに計画・

実施するようにきめ細かく働いたことは、相互のモチベーション、信頼感の醸成につながっ

た。

（4）活動開始にあたり、コミュニティと個人に主体性をもたせると、活動の継続性につながる。

（5）コミュニティに既存の互助の精神とメカニズムを BHS につなぐことができれば、サービス

のアクセスはのびる。MCHP が BHS と既存の村の多様な資源を効果的に結びつけた。

（6）サービスの提供側を強化することは不可欠である。BHS の配置、最低限の施設側の整備、

研修特に実習の不足を補う研修などが必要である。

（7）地域的に、政治的・文化的・経済的に困難なところで、アプローチを形成した。これにより、

より多くの教訓を得られたかもしれない。


