
評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：バングラデシュ国 案件名：母性保護サービス強化プロジェクト 

分野：リプロダクティブヘルス 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：約 3.9 億円 

 

 

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、県下公立病院及び家族福祉センター 

 日本側協力機関：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 

バングラデシュ国（以下、「バ国」）は、保健栄養人口セクタープログラム(Health Nutrition 

and Population Sector Program:HNPSP)において妊産婦死亡率(Maternal Mortality Ratio:MMR)

と乳児死亡率 (Infant Mortality Rate:IMR)の削減を重要課題とし、妊産婦、新生児及び幼児

の健康向上に重点的に取り組んでいる。バ国の国家プログラム・戦略枠組みの下、わが国はダ

ッカの母子保健研修所改修に対する無償資金協力(2000年)、技術協力によるリプロダクティブ

ヘルス・人材開発プロジェクト(1999-2004年)などの支援を行ってきた。 

 2006年7月、保健家族福祉省(Ministry of Health and Family Welfare : MOHFW)は、ノルシ

ンディ県の出産年齢の女性と新生児の健康状態の向上及び同県の優良事例を他地域へ適用する

ことを目指し、JICAの支援による4年間の技術協力として「母性保護サービス強化プロジェクト」

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論が標

準化され他県に適用される。 

（２）プロジェクト目標：対象県の妊産褥婦と新生児の健康状態が改善される。 

（３）成果 

1) プロジェクトの経験・教訓が保健省中央レベルで共有され、活動の促進に必要な意思決定

がなされる。 

2) 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。 

3) 女性と新生児が産科・新生児ケアを利用するための地域支援が促進される。 

（４）投入（2010 年 2 月現在） 

日本側： 

長期専門家派遣     3 名(103 人月)  機材供与 約 0.8 億円 

短期専門家派遣     5 名(6.1 人月)  ローカルコスト負担 約 1億円 

研修員受入       14 名      その他  なし  

バ国側： 

カウンターパート配置 評価時点 34 名(延べ 78 名)、 機材の配置、 

土地・施設提供、プロジェクト事務所 2ヵ所、ローカルコスト負担 

２. 終了時評価調査団の概要 

調査者 日本側 

1. 総括／団長： 石井 羊次郎 JICA 人間開発部次長兼保健行政・母子保健グルー

プ長 

2. 母子保健： 明石 秀親 国立国際医療センター国際医療協力局 

   派遣協力課 派遣協力専門官 

3. 地域保健： 吉田 千有紀 日本赤十字社和歌山医療センター 看護師長 

4. 協力企画 1： 牧本 小枝 JICA バングラデシュ事務所 所員 

5. 協力企画 2： 渡辺 志津 JICA 人間開発部保健行政・母子保健グループ母 

   子保健課 Jr.専門員 

6. 調査企画 1： 井上 琴比 JICA 南アジア部南アジア第 5課 調査役 

7. 調査企画 2： 亀井 温子 JICA 南アジア部南アジア第 5課 調査役 



8. 評価分析： 水流 晶子 株式会社国際テクノ・センター 

バ国側 

Dr. Tapash Chandre Das  保健家族福祉省家族計画局 母子保健課次長兼計画部長 
Dr. Nazul Islam 保健家族福祉省保健サービス局 計画副部長  
Dr. Humayun Kabir Khan 保健家族福祉省保健サービス局 計画副部長 

調査期間  2010 年 1月 16 日〜2010 年 2 月 10 日 評価種類：終了時評価 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成度合い 

プロジェクト目標：対象県の妊産褥婦と新生児の健康状態が改善される。 

プロジェクト目標は達成されている。 

産科合併症を発症した女性のうちで緊急産科ケア(Emergency Obstetric Care:EmOC)サービス

を利用した割合は17.8％(2007年)から目標値の35％を上回る55.6％(2009年)へと増加した(指

標 1)。対象県のモデル・ユニオンにおける熟練介助士(Skilled Birth Attendant:SBA)の立会に

よる出産は 18%(2008 年)から 25.4％(2009 年)へと増加し、目標値の 25%を達成した(指標 2)。

また、量的拡大に加えて EmOC サービス提供施設における妊産褥婦の致死率は 2007 年の 1.2％か

ら 2009 年の 0.1％へと大幅に減少し、目標値である 1%以下を達成している(指標 3)。 

 

（2）各成果の達成度合い 

1)成果 1 プロジェクトの経験・教訓が中央レベルで共有され、活動の促進に必要な意思決定が

なされる 

成果 1は達成されている。 

プロジェクトは、定期的な同調整会議(JCC)の開催、31 にのぼる報告書やツールの作成、ニュ

ースレターの発行(評価時点で 13 号まで発行済み)、政府による戦略策定や重要な母子保健課連

調査の計画策定への参加などを積極的に行い、プロジェクトの経験・知見を共有した。また、

活動を通して得られた経験を関係者が共有するための中央レベルでのワークショップ・セミナ

ー等を計 62 回開催したほか、関係者によるプロジェクトサイト訪問も実施した。その結果、プ

ロジェクトの経験・教訓は中央レベルで共有されたといえる。上位目標の達成、すなわちプロ

ジェクトの経験・手法を全国基準として政策に反映するには、この成果 1 についてさらなる努

力の継続が必要である。 

 

2)成果2 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 

 成果2は概ね達成されている。 

MoHFW の母子保健関連職員 1104 名（ターゲットの 94%）や県・郡・コミュニティの各レベル

の保健医療従事者に対する能力強化研修が行われた。保健サービスの効率化を狙った保健サー

ビス局(Director General of Health Service: DGHS)の予防接種活動と家族計画局(Director 

General of Family Plannning:DGFP)のサテライトクリニックの統合の実施率は評価時点で 82％

であった。 

病院サービスに関しては、各病院での EmOC チームの活動活性化、2 ヵ所の郡レベル病院に対

する施設改修支援や各公立病院への機材供与の結果、県内の郡レベル病院 8 施設のうち 6 ヵ所

で帝王切開術を含む EmOC サービスの提供が可能となり、安全な出産のためのサービス体制が強

化された。また、院内感染予防の活動等を通して、サービスの質の向上も図られた。 

フィールドレベルにおいても、モデル・ユニオン活動のなかで安全なお産チーム（Safe 

Delivery Team:SDT）が結成され、コミュニティレベルの熟練出産介助士(Community Skilled 

Birth Attendant: CSBA)等が技術的な向上を図る機会が作られた。また、プロジェクトが開発

した CSBA フォーマットの導入により、CSBA の活動のモニタリングが出来るようになった。 

プロジェクト運営委員会は県・郡の各レベルに設置され、DGHS、DGFP 職員を含む関係者間の

有効な情報共有の場となった。 

以上から成果 2 は概ね達成されたと判断されるが、頻繁な人事異動、人的資源の不足、効率

的な機材の維持管理システムの欠如などは持続的な医療サービスの質改善の障害となりうる。

また、保健医療施設への定期的なスーパービジョンシステムの構築、目標値を達成しなかった

産後健診、新生児ケアについては今後の課題として残っている。 

 



3)成果3 女性と新生児が産科・新生児ケアを利用するための地域支援が促進される 

成果 3は概ね達成されている。 

プロジェクトは NGO の CARE バングラデシュ(CARE)と連携してコミュニティ・サポート・シス

テム（Community Support System:CmSS）を導入し、家族単位での出産計画の促進、妊産婦に異

常があった際の適切な保健医療施設での受診の促進、地域住民の意識向上などの活動を実施し

た。CARE の管轄地域では、37,980 戸、約 189,900 人をカバーする 145 の CmSS が、CARE の活動

対象外の 3郡では、プロジェクトのスタッフの支援より 10 の CmSS が設立された。 

出産に先立ち、妊産婦とその家族が緊急時の交通手段や資金の確保、人員の手配などを行う

「出産計画」の実践率はモデル･ユニオンで 93.3％と非常に高い。また終了時評価時点までに、

14 ヵ所のモデル・ユニオンのユニオン評議会は 320 の母子保健関連の活動を決議し、その内 212

を実施した。さらにモデル・ユニオンで行った調査の結果、2009 年に母子保健サービスを受け

た者のうち、31％が CmSS の支援を受けたことが明らかになった。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

以下の点から本プロジェクトの妥当性は高いと判断できる。 

バ国におけるMMRは推計10万出生あたり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年)、IMRは1,000出生あたり52(バングラデシュ人口保健調査、2007年)とアジア諸国

の中でも高い。また、ノルシンディ県のリプロダクティブヘルスに係る指標は全国の平均値を

下回るものが多く、母子保健分野への介入の必要性が高いことを示している。 

本プロジェクトの上位目標とプロジェクト目標は、バ国が目標としているミレニアム開発目

標の「妊産婦の健康改善」及び「乳幼児死亡率の削減」に関連している。また、プロジェクト

開始時点の PRSP(2005 年)、HNPSP(2005-2010 年)、及び終了時評価時点の PRSP(2009 年改定)に

おいても母子保健分野は優先課題とされている。さらに、本プロジェクトの目標は、母子保健

を優先課題に挙げている日本の対バ国別援助計画や JICA の国別事業実施方針とも合致してい

る。 

 

（２）有効性 

 プロジェクト目標は達成されており、また各成果は以下のようにプロジェクト目標の達成に

貢献していると判断されるため、有効性は高いといえる。 

成果 1は活動の実施・発展に向けた政策レベルでの決定を促すことを目指している。 

プロジェクトが行った中州地域( 医療へのアクセスが困難な地域)での熟練出産介助士

（Private Community Skilled Birth Attendant: P-CSBA）の育成や、CSBA の報告フォーマット

の作成などはこれまで前例のない取り組みであり、中央レベルからの承認と支援を受けて実施

された。このように中央レベルでプロジェクトへの理解を深め、支援を促進する活動は、プロ

ジェクト目標達成のために不可欠であったと同時に、上位目標につなげていくために重要な活

動であると考えられる。 

成果 2 は、母子保健サービスを提供する側へのはたらきかけによって、妊産褥婦と新生児の

健康増進に貢献するものである。 

成果 2 の達成、すなわち、母子保健に関わる人員の能力強化、保健医療施設の改善、マネジ

メントの改善とサービスの質向上、関連するサービスの統合や合同定期会議運営による２局の

縦割り体制から生じる障害の除去などは、母子保健ケアの質を改善し、EmOC 提供施設における

妊産褥婦の致死率(プロジェクト目標の指標 1)を 0.1％にまで削減することに貢献したと考えら

れる。また、産科合併症を発症した妊産褥婦の EmOC の受診率(同指標 2)が 2007 年の 17.8%から

55.6％へと大幅に増加したことについても、保健医療従事者の能力向上や態度の改善による母

子保健サービスの需要の増大が影響していると考えられる。 

成果 3 は、母子保健サービスを利用する側への働きかけによって、妊産褥婦と新生児の健康

増進に貢献するものである。 

本プロジェクトにおける CmSS(CmSS-SMPP)、モデル・ユニオン活動等による家族単位での出産

計画の実践の増加や CmSS-SMPP による母子保健サービスへのアクセスの地域からの支援、地域

住民の意識向上活動などのコミュニティにおける変化は、SBA による出産介助の割合（同指標 2）

を増加し、また緊急時の搬送や母子保健サービスへのアクセスを促進して緊急産科ケアの受診

率（同指標 1）を増加することに大きく貢献したと考えられる。 



 

（３）効率性 

以下の点から、本プロジェクトの効率性は高いといえる。 

投入及び活動は概ね計画通りに実施された。プロジェクトは既存の資源を最大限に活用し、

また医療施設に資機材を供与する際には、維持管理にかかる経費を慎重に検討するなど、資源

が限られた状況において、成果達成のために現実的かつ効率的な方法を用いたといえる。 

 

（４）インパクト 

1)上位目標達成の見込み 

プロジェクトの達成や手法の有効性は中央レベルで認識されているが、上位目標を達成する

ためには、プロジェクトの手法の比較優位性や長所・短所をさらに明らかにして、全国レベル

の制度に反映させるなどのさらなる努力が必要である。 

 

2)その他の波及効果 

プロジェクトから生じた正の波及効果として、一部の CmSS-SMPP が母子保健に限らず広範な

社会問題を扱うようになったこと、近隣のコミュニティと CmSS-SMPP 活動の経験を共有し、自

発的に CmSS-SMPP の拡大を進めていることなどが挙げられる。負のインパクトは特にみられな

い。 

 

（５）自立発展性 

以下の点からプロジェクトの自立発展性は中程度と判断される。 

1)政策・制度面 

 プロジェクトによって向上した保健医療施設のサービスの質を持続するためには、適切な人

材の配置と施設と機材を整備し、必要な資材を調達するための予算が必要であるが、現状の制

度では県・郡レベルの保健医療施設について人材、予算とも十分な配分が危ぶまれる。 

 一方、バ国政府が推進するコミュニティ・クリニックに本プロジェクトの手法が導入され、

コミュニティにおける活動が活性化されれば、本プロジェクトによって構築・強化された地域

による産科・新生児ケア利用支援の継続性が高まると考えられる。 

 

2)組織・財政面 

公的保健医療施設については、機材の維持費と日用品の購入費を含む病院への予算配分の不

足がサービスの停滞をもたらしうる。 

コミュニティにおける活動については、プロジェクトは資金援助を行っていないことからプ

ロジェクトの終了が与える影響は小さいと考えられる。またプロジェクトが巻き込みに成功し

た地方自治体には CmSS-SMPP に対する財政的な援助や活動継続のモチベーション付与を期待で

きる。 

 

3)技術面 

プロジェクトは保健医療施設の運営能力強化によってサービスの質を向上したが、頻繁な人

事異動などがプロジェクトの成果の持続を阻害する要因となりうる。 

プロジェクトの研修を受けたコミュニティレベルの保健医療従事者は、地域住民から信頼を

得ており、活動を継続できると考えられる。しかし、モチベーションとサービスの質の維持の

ために、定期的な監督・助言のシステムの強化が求められる。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

バ国の状況に適したアプローチの採用、特にコミュニティ活動における CAREの経験の活用は、

短期間での成果の達成に大きく貢献した。またユニオン評議会の巻き込みによって、保健セク

ター外の地域の有力者による医療施設改善・CmSS-SMPP 活動への積極的な貢献を得た。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

有能なプロジェクト・ローカル・スタッフの雇用や、プロジェクト対象県に配属された青年

海外協力隊員によるコミュニティレベルの活動はプロジェクトの効果発現に貢献したと考えら



れる。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

 プロジェクト実施を担う中央レベルの機関の役割が保健サービス局と家族計画局に分かれて

おり、プロジェクト運営の組織が複雑になった。その調整機能が期待された大臣官房は母子保

健サービスの実務に責任をもたないことから、プロジェクト実施についての中央レベルでの責

任の所在が不明確になりがちであった。 

また、適切な指標がプロジェクト開始当初に設定されなかったため、プロジェクトの達成度

の測定が困難になった。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

人的資源の不足、頻繁な人事異動、保健医療施設の機材管理や日用品購入のための予算配分

の不足は、医療サービスの質向上活動の円滑な実施を困難にした。また人員確保等の問題から

施設改善の活動がコミュニティ活動より遅れ、サービスの需要創出が供給の確保に先行する結

果となった。 

 

３-５ 結論 

 目標値に達しなかった成果指標もあるが、プロジェクト目標に関しては全ての指標の目標値

が達成された。 

今後の課題として残る新生児ケアと産後健診は、バ国政府によって実施される同様のプロジ

ェクトの計画に含まれることが望ましい。また、これまでの成果を持続させるためには、保健

人材の適切な配置や予算の配分を含む制度的な対応・改革が必要である。  

 

３-６ 提言 

 調査の結果に基づき、終了時評価調査団は以下の提言を行う。 

（１）プロジェクトによって解決されるべき課題 

１）対外的にプロジェクトの成果を示すために、既存のデータの整理・再検討が必要である。

２）プロジェクトの有効な要素を全国に適用するため、次期の保健セクターのプログラムや

関連する戦略にプロジェクトの経験と教訓、作成したツール等を反映することが期待さ

れる。 

３）プロジェクトは、プロジェクト終了後も外部からの投入なしで活動が持続していくため

の戦略を明確にし、実施するべきである。特に医療施設の機材維持管理とモニタリング、

CmSS 活動の主要メンバーへの継続的なトレーニング、P-CSBA への継続的な支援などの

システムを構築することが望まれる。 

 

（２）プロジェクト終了後にバ国政府が取り組むべき課題 

１）保健医療サービスの供給側の能力を強化するため、適切な人員と機材の配置、資機材の

維持管理及び調達に必要な予算の十分な配分、医療施設や保健医療従事者の活動の定期

的なモニタリング、保健医療従事者の継続的な教育のシステムが必要である。また、施

設レベルの活動の維持・発展のため、病院運営委員会の活性化を検討することが望まし

い。 

２）保健セクター以外からの資源を保健分野に有効活用できるよう、地方自治体を保健サー

ビスの改善活動に巻き込むべきである。また、使用可能な資源の再配置や効率的なロジ

スティクスを進めるため、管区あるいは県レベルへの権限委譲のイニシアチブを促進す

ることが望まれる。 

３）プロジェクトが設立した県・郡レベルのプロジェクト運営委員会が効果的であった経験

を踏まえ、DSF、国家栄養プログラムなど各種の保健プログラムの委員会の合同開催に

より既存の委員会の統合を進め、制度化することを提言する。 

４）プロジェクトの経験を有効に活用するため、ノルシンディ県を母性保護プログラムの実

践を学習する場として活用することが望ましい。 

 

３-７ 教訓 



 調査の結果から、終了時評価調査団は以下の教訓を得た。 

 

（１）適切なプロジェクトの運営形態を慎重に検討し、設計するべきである。本プロジェクト

は、中央レベルでプロジェクト実施を担う正式な機関を設けなかった。JCC の下に、定期的

なプロジェクトの実施に関する議論の場を設ける必要がある。 

 

（２）活動の達成を科学的に実証するため、プロジェクト開始当初に必要なデータを明確にし、

収集できるよう設計するべきである。  

 

（３）公的 EmOC 施設の改善とコミュニティ参加型の活動の相乗効果を有効に発現させるために

は、サービス供給側の強化を需要の促進に先立って行うべきである。 

 

以 上

 


