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評価調査結果要約表（和文） 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：地域における母子保健サービス向上プロジェクト

分野：母子保健/保健医療分野 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 協力金額（評価時点）：1億8,000万円 

（R/D）：2007年1月16日～ 
    2010年1月15日 

先方関係機関：カンボジア保健省 

（延長）： 日本側協力期間：国立国際医療センター 

（F/U）： 

 
 
協力 
期間 

（E/N）（無償） 

他の関連協力：国立母子保健センター建設（無償） 
母子保健プロジェクト・フェーズ1、母子保健プロジェク
ト・フェーズ2、母子保健向上のための調査（開発調査）

１－１ 協力の背景と概要 
 カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）は、内戦時に医療設備・人的資源とも壊滅に

近い状態であったため、基本的な保健医療サービスへのアクセスがいまだ十分とはいえない状

況にある。カンボジア政府は、「保健セクター戦略計画」などで母子保健を優先課題として取り

組んでおり、2000年に109（対1,000出生件中）だった乳児死亡率（IMR）が、2005年には66へ低
減するなど母子保健指標の多くが改善しつつある。一方で、妊産婦死亡比（MMR）は、2000年
に437（対10万出生中）、2005年では472と高い値が続いている。 
 我が国は、過去1997年国立母子保健センター（NMCHC）建設に係る無償資金協力、1995～2005
年「母子保健プロジェクト（フェーズ1・2）」の実施等を通じて、母子保健サービスを担う助産
人材の育成を支援してきた。とくに2000年から2005年に実施されたフェーズ2の協力では、NMCHC
が地方の産科医や助産師を対象とした研修も提供できるよう貢献した。他方で、NMCHCでの産
科医や助産師のみでは研修を受けた個々の人材の技能向上にとどまってしまう傾向があり、地

域レベルで母子保健サービスの向上を進めるためには、より包括的な取り組みが必要とされて

いた。 
 このような状況を改善するため、JICAは、コンポンチャム州内の４つの保健行政区（OD）を
モデル地域として、同地域の妊産婦・新生児ケアサービス向上のための地域モデル〔保健セン

ター助産師（HC-MW）を支援するための行政による支援とコミュニティ協働体制の強化〕を確
立し、国家プログラムにも反映されることを目標として、2007年1月から3年間の協力期間で「地
域における母子保健サービス向上プロジェクト」を国立国際医療センターの協力を得て実施し

ている。 
 
１－２ 協力内容 
 （1）上位目標 
   カンボジアにおける熟練助産者（Skilled Birth Attendant：SBA）による質の高い妊娠・出

産・新生児ケアサービスの利用が増加する 
 
 （2）プロジェクト目標 
   モデル・サイトの妊娠・出産・新生児ケアサービスが向上し、それが地域モデル（行政

による支援モデルとコミュニティの協働モデル）として国家プログラムに反映される。 
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 （3）成果 
   アウトプット１： 保健センター（HC）に配置されるHC-MWを支援するためのチームワー

クが向上する。 
   アウトプット２： HC-MWの活動を円滑にするための保健行政（PHD/OD）及び臨床機関

〔リファラル病院（RH）〕による支援モデルを策定する。 
   アウトプット３： 地域コミュニティにおける母子保健向上のための協働モデルを策定す

る。 
   アウトプット４： NMCHCが地域の実情を把握し、国家プログラムに反映させる。 
 
 （4）投入（評価時点） 
   日本側： 
    日本人専門家派遣 102M/M（長期）、13.4M/M（短期） 
    機材供与（分娩キット、身長体重計、救急車、中古自転車、オフィス機器等） 
    研修員受入 第三国研修28名（インドネシア5名、ベトナム23名） 
   相手国側： 
    カウンターパート配置 
    土地・施設提供：プロジェクトオフィスの提供 
    ローカルコスト負担：5万3,902米ドル（会議費等のコストシェア）、電気・水道代等 

２．評価調査団の概要 

調査者 （日本側） 
1．団長・総括  竹本 啓一   JICA人間開発部保健人材課 課長 
2．評価計画   久保倉 健   JICA人間開発部保健人材課 職員 
3．協力計画   佐々木 祐美子 JICAカンボジア事務所 企画調査員 
4．母子保健   明石 秀親   国立国際医療センター国際医療協力課 
                 派遣協力専門官 
6．評価分析   興津 暁子   （株）タックインターナショナル 主任研究員

 （カンボジア側） 
1. Prof. Koum Kanal 
2. Dr. Keth Ly Sotha 
3. Dr. Tung Rathavy  
 
 
4. Ms. Ou Saroeum   
 
 
5. Dr. Lon Chan Rasmey 
 

 
Director, NMCHC 
Deputy Director, NMCHC 
Deputy Director of NMCHC/ 
Manager of National Reproductive Health Program/ 
Secretary of High Level Midwifery Task Force 
Deputy Director of Nursing Department of NMCHC/ 
Executive Director of Cambodia Midwifery Association/ 
Deputy Director of Midwifery Council 
Deputy Director, Kg. Cham Provincial Health 
Department, MOH 

調査期間  2009年9月27日～2009年10月12日 評価種類 終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
 ３－１－１ 投入実績 
  （1）日本側投入実績（評価時点） 
    日本人長期専門家の派遣は、3年の期間で計4名、102M/Mの投入であった。短期専門家

は、10名、13.4M/Mであった。カンボジア側カウンターパートのうち計28名がインドネシ
ア共和国とベトナム社会主義共和国（以下、「インドネシア、ベトナム」と記す）の技術

交換研修（助産師支援体制と母子地域保健活動）を受けている。また、機材供与として、

オフィス機材、保健センターのための分娩介助キット、分娩時感染予防プロテクター、

保健ボランティア用中古自転車等を供与した。 
 
  （2）カンボジア側投入実績（評価時点） 
    カンボジア側からの投入として、会議費のコストシェア、プロジェクトオフィスの提

供等があった。コストシェアされたのは、3つの会議、1つのシンポジウム、2つの新型巡
回指導で、これらの費用として5万3,902米ドル相当がカンボジア側から投入された。その
ほか、プロジェクト事務所施設、研修施設が提供され、機材の免税措置が取られた。 

 
 ３－１－２ 成果達成の実績 
  各成果の達成状況は、以下のとおりである。 
 
  （1）アウトプット1：保健センター（HC）に配置されるSBA（HC-SBA）を支援するための

チームワークが向上する。 
 

 数値目標 実績 

1 

作成された研修カリキュラムの数とそれ

に基づいて実施された研修の数が増加す

る（研修カリキュラムの数0→2、研修の
数0→3） 

 MCTコース（1回）、MATコース（2回）
が実施された。 

 これらのコースの研修カリキュラムは、
NMCHC研修部と日本人専門家の共同で
作成された。 

2 
MCT研修により養成された助産師コーデ
ィネーターの数が増加する（0→12） 

 州/行政区レベルから12名がMCTコース
に参加した。 

3 
MAT研修時に作成されたアクションプラ
ンの数が増加する（0→43） 

 4保健行政区及び州保健局母子保健行政
官で46のアクションプランを策定した。

 
    アウトプット1の達成度を測る指標は、上記実績のとおりすべて達成された。 
    MCT（Midwife Coordinators TOT）コースとMAT（Midwife Alliance Team Training）コー

スがカウンターパート（C/P）と日本人専門家によって策定され、MCTコースが1回、MAT
コースが2回実施された。これらのコースにより、助産師コーディネーターが12名養成さ
れ、MAT研修中に作成されたアクションプランは、4つの保健行政区合わせて46であった。
調査中に行ったグループインタビューによると、州・保健行政区レベルの母子保健行政

官は、保健センター勤務の助産師をサポートすることが自分たちの役割であり、ひいて
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は、それが母子保健サービス供給の強化につながることを認識するようになったとの意

見が聞かれた。また、モデル･サイトを対象とした電話調査の結果においても、HC-MW
の意見として、州・行政区レベル保健局の母子保健行政官の態度がより支援的で協調的

になったと認識していることがわかった。以上の結果により、成果1は達成されたといえる。
 
  （2）アウトプット2：HC-SBAの活動を円滑にするための保健行政（PHD/OD）及び臨床機関

(RH) による支援モデルを策定する。 

 数値目標 実績 

1 
HC-SBA支援アクションプランの実
施数が増加する（0→4） 

 行政区母子保健行政官により、12のアクション
プランが実施された。 

 州保健局により、既存の計画を向上させるよう
な５つの活動が実施された。 

2 
HCのSBAが認識するPHD/OD/RH
からの支援内容・質が向上する 

 グループインタビューや電話調査によると、
HC-MWは、州や行政区レベルの関係者及び、
レファラル病院熟練助産者（病院SBA）からの
支援の内容と質に大きな向上が感じられるとの

意見である。 

3 
PHD/ODによるチェックリストの活
用状況が改善される 

 技術面の項目が改善されたチェックリストを活
用した新型巡回指導が計画どおり実施され、そ

の後、1つの保健行政区で、このチェックリス
トの使用が続けられている。 

4 

モデル・サイトにおける支援モデ

ル事例をもとに、全国を対象とし

たSBA支援ガイドラインが作成さ
れる 

 SBA支援ガイドラインは現在作成途中。 

 
    アウトプット2の達成度を測るための指標は、上記指標のとおり、指標4以外はすべて

達成された。指標4についても、プロジェクト終了までには達成される見込みである。 
    行政区母子保健行政官により12のアクションプランが実施され、それ以外にも、州保

健局により、既存の計画を向上させるような５つの活動が実施されている。これらアク

ションプランの実施により、保健行政区における助産師定例会の実施、定例会において

病院SBAによる小規模な講義、また、新型巡回指導の実施など、積極的にHC-MWへの支
援が実施されるようになった。グループインタビューや電話調査によると、HC-MWは、
州や保健行政区レベルの関係者及び病院SBAの対応と支援内容に、大きな向上が感じら
れるとの意見であった。技術面の項目が改善されたチェックリストを活用した新型巡回

指導が計画どおり実施され、その後、1つの保健行政区で、このチェックリストの使用が
続けられている。以上のことより、HC-MWの活動を円滑にするための地方の保健行政
（PHD/OD）及び臨床機関（RH）による支援モデルは策定されたといえる。 

 

 （3）アウトプット3：地域コミュニティにおける母子保健向上のための協働モデルを策定する。
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 数値目標 実績 

1 
コミュニティ活動現状の調査・分析の結
果、コミュニティ協働の促進・阻害要因
が抽出される。 

 コミュニティ活動現状の調査・分析の結
果、コミュニティ協働の促進・阻害要因
が抽出された。 

2 
ODのためのコミュニティ協働支援行動
リストが作成される。 

 ODのためのコミュニティ協働支援行動
リストが作成された。 

3 
ODによる新規のコミュニティ協働支援
行動数が増加する。（0→4）（４モデル・
サイトに限定） 

 ODによる新規のコミュニティ協働支援
行動数が0から15に増加した。 

4 
ODのためのコミュニティ協働支援行動
ガイドラインが作成される。 

 ODのためのコミュニティ協働支援行動
ガイドラインは作成途中。 

 
    アウトプット3の達成を示す指標は、指標4以外、すべて達成された。指標4についても、

プロジェクト終了時までには達成の見込みである。 
    コミュニティ活動の現状を調査・分析した結果、コミュニティ協働の促進・阻害要因

が抽出され、ODのためのコミュニティ協働支援行動リストが作成された。その「ODのた
めのコミュニティ協働支援行動リスト」による支援行動が15行われた。ガイドライン/ハ
ンドブックについては、現在作成中である。 

    このように、指標については達成されているものの、成果3の目的である「地域コミュ
ニティにおける母子保健向上のための協働モデルを策定」が達成されたのかという質問
に対して、一概に「達成された」と判断するのが困難である。各ODのコミュニティには、
さまざまな外部援助団体からの支援が入り、コミュニティ協働モデルの担い手として想
定されていた村落レベルの保健ボランティアグループも外部援助団体からの資金がつい
た特定のプロジェクト活動に従事しているという現状が判明した。したがって当初計画
していたどこの地域でも共通して使えるコミュニティ協働モデルを策定するという成果
から、コミュニティレベルの保健活動全般の監督・調整の役割も担う保健行政区事務所
の指導力強化を通じて、保健センターとコミュニティとの協働活動の推進を支援した。
この結果、コミュニティレベルでさまざまな協働事例が発現し、その事例をハンドブッ
クとして取りまとめることを成果とした。 

 
  （4）アウトプット4：NMCHCが地域の実情を把握し、国家プログラムに反映させる。 

 

 数値目標 実績 

1 

中 央 レ ベ ル の 母 子 保 健 関 係 者
（NMCHC、開発パートナー側技術ア
ドバイザー）に対するプロジェクト
からの進捗・成果報告（地方におけ
る調査結果を含む）数が増加する。
（0→15） 

 母子保健分野ドナー調整会議・技術作業部
会において、プロジェクトから8つ以上の報
告がなされた。 

 NMCHC関連の会議において、プロジェクト
から11回の報告がなされた。 

2 
プロジェクトの経験を生かしSBAを対
象としたNMCHCの研修内容等が変
更・改訂される。 

 プロジェクトの経験を生かしSBAを対象と
したNMCHCの研修内容等が変更・改訂され
た。    
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3 

国家リプロダクティブヘルスプログラ

ム （ National Reproductive Health 
Programme：NRHP）と国家妊産婦死
亡オーディット・コミッティにおいて、

プロジェクトの経験を生かして作成さ

れた調査報告数が増加する。（0→3）

 3つの調査報告が国家妊産婦死亡オーディッ
ト（MDA）・コミッティにおいてなされた。

 プロジェクトの分析に基づき、州レベルか
ら国レベルのMDA報告書書式が標準化され
た。 

4 
MCT、MAT研修カリキュラムをもと
に策定された新研修カリキュラムが

NRHPに認定される。 

 MCT及びMAT研修カリキュラムに基づき、
全国を対象としたMCATカリキュラムが
NMCHCの研修部と、専門家によって策定さ
れた。 

 ヘルスマネージャーに対するオリエンテー
ションワークショップがCMTの経験をもと
に策定された。 

5 
新研修カリキュラムの受講者数が増加

する。（0→68） 

 全国24州のうち17州から86名の関係者が
MCATコースを受講した。 

 全国24州のうち17州から51名のヘルスマネー
ジャーがオリエンテーションを受講した。

6 
プロジェクトで作成された各種ガイド

ラインがNMCHCに認定される。 

 プロジェクトで作成する予定の各種ガイド
ラインは作成途中であり、その作成を待っ

て、保健省（MOH）及びNMCHCによって
認定される予定。 

 
    アウトプット4の達成を測る指標は、指標6を除いてはすべて達成された。指標6につい

ては、プロジェクト終了までに達成の見込みである。 
    成果1と2で策定及び実施が行われた研修（MCTとMAT）について、全国に展開するこ

とを目的として、2つの研修を1つに改良した研修カリキュラム（Midwife Coordinator and 
Midwife Alliance Team Training ：MCAT）が策定された。MCAT研修は、2009年上半期に、
CPA3が所在する17州、17保健行政区レベル保健局の行政官と病院SBAなど86名を対象に
実施され、51名のヘルスマネージャーがオリエンテーションワークショップを受講した。
NMCHCの研修部では、研修後の巡回指導を実施している。また、国家リプロダクティブ
ヘルスプログラムが実施している半年に一度の国レベル母子保健行政官会合において、

このMCAT研修後の助産師支援活動の経験が発表された。プロジェクトの電話調査や、ワ
ークショップ形式による効果確認のための会議（8州とコンポンチャム州が参加）、全国
（研修対象地域・非対象地域の母子保健行政官89名）を対象とした質問票調査、現地来
訪しての新型巡回指導においても、MCAT研修とヘルスマネージャー向けオリエンテーシ
ョンワークショップの効果について確認され、研修対象とした多くの州において、助産

師支援のための活動が始まっていることが確認された。 
 
 ３－１－３ プロジェクト目標達成の見込み 
  本プロジェクト目標である「モデル・サイトの妊娠・出産・新生児ケアサービスが向上し、

それが地域モデル（行政による支援モデルとコミュニティの協働モデル）として国家プログ
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ラムに反映される」を測るための指標4つについて、母子保健サービスの供給に関する指標1
から3は、すべて増加している。具体的には、指標1「モデル・サイトにおけるSBAによる出
産介助の数と率」においては、2008年にSBA介助分娩数と分娩率は1万3,300件、63％で、これ
は同年のベンチマークである1万836件と45％を超えている。指標2「モデル・サイトにおける
SBAによる妊産婦健診の数と率」においては、妊産婦健診（2回受診）数と率は、2006年の1
万541件と43％から2008年には1万1,759件と56％に増加している。ただし、2008年の数は、同
年のベンチマークである1万4,324件と59％には、若干及んでいない。指標3「モデル・サイト
において登録された出産数と率」においては、登録された2006年の数と率が1万2,301件と51％
であったのが、2008年には1万6,340件、78％に大きく増加している。指標4「プロジェクトの
経験をもとに国家プログラムとして承認され、全国を対象として実施された事業の数」につ

いても、プロジェクトからインプットされた経験が国家プログラムに反映された事実も2件確
認された。 

  一方で、モデル・サイトの行政区ごとに上記の数値をみると、ばらつきがみられ、コンポ

ンチャム行政区の数値が高い理由としては、コンポンチャム州病院のデータが含まれている

ことから、異なる行政区からの患者数も含まれていることによる。 
  また、本調査団は、プロジェクトの効果とは別に、モデル･サイト内では、並行してGAVI/HSS、
ベルギー技術公社（BTC）といった他団体の支援スキームによる母子保健サービスに対する
投入の増加や貧困者基金、国によって実施されている新卒助産師の新規配置や施設分娩報奨

金の制度など、サービス提供者、及び、サービス利用の増加のための投入や介入が多数存在

しており、プロジェクトに並行して、これら外部からの影響も、母子保健サービスの供給や

利用の増加に貢献していることを確認した。それらのプロジェクト以外からの介入による効

果がどの程度影響したのかということを分析することは困難であるが、両者は相互補完的に

影響していることが聞き取り調査などから裏付けられた。 
 
 ３－１－４ 上位目標達成の見込み 
  上位目標である「カンボジアにおけるSBAによる質の高い妊娠・出産・新生児ケアサービ
スの利用が増加する（SBAの立会いによる出産割合が2005年44％から2015年80％へ増加、並
びに妊産婦健診受診率が2005年60.2％から90％へ増加）。」の達成見込みについて、以下の観点
から高いと判断される。 

  上位目標達成見込みを推測できる要因として、１）プロジェクト目標の指標１と指標2でも
示されたように、SBAによる出産介助と妊産婦健診受診率は大幅な増加傾向にあり、2015年
の上位目標値に到達する見込みが大きいと判断できる。２）カンボジアが目標として掲げた

MDG5の数値達成まで、カンボジア政府は、母子保健サービスの拡大と質の向上という政策を
変更せず、優先的に取り組んでいくことが予測される。３）国の政策を受け、引き続き各ド

ナーからの母子保健サービス供給と利用の拡大に対する支援が期待できる。４）プロジェク

トで実施したMCAT及びヘルスマネージャーに対するオリエンテーションワークショップなど
のコースについて、NMCHC研修部に実施のためのカリキュラム、教材、実施の経験が十分に
蓄積された結果、プロジェクト終了後も自分たちの手でこれらの研修を実施することが十分

に可能となっている。 
  また、上位目標達成へのチャレンジとして、１）質の高い母子保健サービス利用を高める

ためには、建物が存在しない保健センター（Non-MPA）の施設整備、助産師が配置されてい
ない保健センターへの助産師の配置、2） サービス供給を担う医療従事者への給料の適正化、
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3）保健センター・リファラル病院運営のための予算確保、医療機材、消耗品、適切な医薬品
の供給等、4）特に地方の遠隔地における医療施設へのアクセスの改善、5）医療従事者、特
に助産師の量と質の両面からの改善、6）母子保健サービスへの適正かつ継続的な財政的支援
などがあげられる。 

 
３－２ 評価結果の要約 
 （1）妥当性 
   プロジェクトの妥当性は高いと評価される。理由として、カンボジアの国家戦略開発計

画（NSDP）及び第2次保健戦略計画（HSP 2）において、母子保健サービス向上の重要性、
特に、助産師の量的・質的強化の重要性が強調されていることから、政策的な妥当性は高

い。また、2008年9月に保健省が発表した“Fast-track Intervention in RMNCH”の政策とも本
プロジェクトの協力の方向性は合致している。 

   また、JICAの国別援助事業実施計画のなかで、保健医療の充実は、日本の対カンボジア
援助の5つの重点分野の1つ「社会セクター開発」に含まれ、特に、保健医療サービスを支
える質の高い、豊富な医療人材の育成は、保健医療セクターの重要課題として捉えられて

いることより、本プロジェクトの我が国の開発援助政策との整合性は高い。 
   本プロジェクトと受益者ニーズとの整合性もあげられる。これまで、保健センター助産

師（HC-MW）に対して、適切な技術的、心理的な支援がされてこなかった結果、HC-MW
は孤立し、技術的な自信をもてないまま能力を十分発揮できずにいた。そうしたHC-MWに
対して、地域の保健行政官と臨床機関が果たすべきそれぞれの役割を明確にし、チームと

して支援にあたることができる体制を強化し、具体的な協働活動が開始された意義は大き

い。 
 
 （2）有効性 
   本プロジェクトの各成果はほぼ達成されており、プロジェクト目標の指標も協力期間内

に達成が見込まれていることから、各成果はプロジェクト目標達成に十分であったと判断

でき、有効性は高いといえる。 
   プロジェクト目標達成への貢献要因として、内的要因と外的要因があげられ、内的要因

として大きく2つがあると思われる。1つは、過去日本がカンボジアの母子保健分野に対し
て行ってきた息の長い援助の結果として、NMCHCとの信頼関係が既に確立していたことや、
C/Pの能力が育っていたことがあげられる。もう1つの大きな内的要因としては、プロジェ
クトが、プロジェクトの狭い枠にとらわれず、母子保健行政全体に裨益するべくさまざま

な形のインプットを国レベル、政策レベルに対して行ったことが、結果として、プロジェ

クトの実施をスムーズにし、モデルの展開についても効果・効率の高い形で実施できる結

果となったのではないかと推測される。 
   外的要因としては、国の母子保健サービス強化のための政策的介入が全国を対象として

盛んに行われている時期であったため、全国を対象とした政策介入を補完する形で、モデ

ルサイトに対してはプロジェクトのインプットを計画したため、効果として大きなものと

なった。こうした外的貢献要因は、プロジェクトの効果の発現にも大きく貢献したであろ

うことはいえるが、果たしてどの程度お互いに影響しあったのかなどの詳細は分析が困難

である。 
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 （3）効率性 
   本プロジェクトの投入及び活動がアウトプットに至る関係性は効果的に結びついている

ことが確認されており、本プロジェクトの効率性は十分確保されているといえる。本プロ

ジェクトがサービスの質的な向上をめざしたプロジェクトであることから、費用対効果の

比較や、数的に示すことはできないものの、本プロジェクトの成果がカンボジア側の手で

引き継がれていくことを意識し、本プロジェクトのための投入は極めて低く押さえており、

カンボジア側・日本側双方関係者間で効率性の高いプロジェクトであるという認識を有し

ていることを確認している。さらに、本プロジェクトは、モデル･サイトでHC-MW支援の
ためのモデルをつくったにとどまらず、MCATコースとして、全国に研修を実施したことは、
プロジェクトの規模の小ささに比して、効率よく大きな成果を出したといえる。 

   本プロジェクトの効率性を上げる要因となった工夫としては、カンボジア側からのコス

トシェア率が高かった点、また、カウンターパート研修については、コストのかかる本邦

研修ではなく、技術交換のスキームを使った近隣諸国での研修や、モデル・サイトにおけ

る国内スタディーツアーといった比較的コストの低い研修を行った点も大きい。こうした

プロジェクトの工夫は、忙しいC/Pの時間的な負担を軽くする結果ともなっている。インプ
ットのタイミングについては、すべてのインプットは、計画どおりに遅れることなく執行

されたことが確認された。 
 
 （4）インパクト 
   本調査では、プロジェクト活動に関連したポジティブな効果、影響が確認されたが、ネ

ガティブな効果、影響は特定されなかった。プロジェクト上位目標達成見込みに関しては、

前述の「３－１－４ 上位目標達成の見込み」に示したように、将来的に、阻害要因とな

り得る要因（チャレンジ）に対し適切なアクションがとられていく場合は、達成見込みは

高いと思われる。ただし、プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）
のデザイン上の問題ではあるが、目標達成が、直接、上位目標達成に大きく貢献するのか

という貢献度に関しては、検討を要する 
   本プロジェクトによる正のインパクトとしては、以下のようなものがあげられた。 
  ① 本プロジェクトは、助産師に関する国の政策策定に対して、正のインパクトを与えた

ことが認識されている。ひとつは、助産師の職場環境整備の重要性、チームとして支援

することの重要性を政策に反映させた点。また、促成的に1年間の教育期間で養成された
助産師に対し、就業前に半年間の病院での実習を行う政策の策定にも貢献した。 

  ② コンポンチャム州において、州保健局母子保健行政官を中心に、プロジェクトのモデ

ル・サイトで蓄積された経験をモデル･サイト外の他の6保健行政区に広める努力が行わ
れた。その結果、6保健行政区のうち、4保健行政区において助産師支援のための活動が
始まったことが確認されている。 

  ③ プロジェクト活動の結果、病院SBAが自分たちの業務のみならず、HC-MW支援や、行
政の介入に手伝うようになったことによって、他のNGOの活動にもプラスのインパクト
が出現していることがNGOからの報告でわかった。こうしたNGOから本プロジェクトに
対して感謝が示されている。 

  ④ 本プロジェクトは、さまざまなドナーによって出されている報奨金や貧困者基金が多

くの場合重層して出されていること、また、場所によってはこうした報奨金や貧困者基

金が存在しない所もあるなど、場所により医療従事者・地域住民に対して公平性が担保
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されていないことを、報奨金制度の保健システムへの影響に関する調査で明らかにした。

このことを受け、あるNGOにおいては、自分たちの報奨金の額や場所を決める際、まず
地域に存在する報奨金のマッピングを行い、それを基に、補完的に報奨金を出すように

定めるといった、正のインパクトがみられた。 
  ⑤ SBAによる出産介助数や妊産婦検診数の増加は、本プロジェクトの介入とそれ以外の

介入〔保健省の報奨金制度、ワクチンと予防接種のための世界同盟（GAVI）による資金
協力等〕が相互補完的に影響していることについてデータで明らかになっている。母子

保健サービスの質の向上をめざして本プロジェクトが比較的低コストで地域の保健シス

テム強化を図ったアプローチは、量を向上させるインセンティブ等で果たした役割も大

きく、結果として保健省や他ドナーが資金を出しやすい環境を整えることにも貢献した

といえる。 
 
 （5）自立発展性 
   政策的方向性、財政面、技術面における自立発展性についてはおおむね高いと評価した。

政策面においては、HSP2が国の保健セクターのフレームワークとして2015年まで継続すれ
ば、母子保健サービスの向上が引き続き国の優先課題となり、政策面の持続性は高いとい

える。また、保健省の“Fast-track intervention for RMNCH”により、今後も母子保健サービ
スの連続したケアを実現するため、サービスの質や量に存在するギャップを埋める努力、

SBAの提供するケアへのアクセスの改善、リファラル病院の質的向上などをめざした投入
がされていくものと思われる。こうした意味においても政策面の持続性は高い。 

   財政面では、国レベルのC/P、州・保健行政区レベルの保健行政官は、プロジェクト内で
始めた活動に関して、政府年次活動予算計画（Annual Operational Plan: AOP）の予算内で継
続していく意向を示しており、その点で財政的な持続性は高いといえる。しかしながら、

こうした予算取りに際し、他の活動との重要性の比較で、その優位性が下げられる可能性

もあり、一概に予算確保ができる状況であるとはいい難い。 
   技術面では、NMCHCが本プロジェクトで開発されたさまざまな研修事業に対する高いオ

ーナーシップを有しており、研修の計画能力、財政管理能力も向上し、自分たちで、17州
を対象とした研修を展開することもできた。こうした研修の効果についても、自分たちで

巡回指導をしながら確認しており、今後、MCATが行われていない保健行政区に対して研修
を展開していく意欲も示している。州・保健行政区レベルの母子保健行政官や保健局長に

おいては、中央を頼るのではなく、州・保健行政区で活動を展開していく意欲が観察され

たことは、持続性を裏付けるものと思われた。また、保健行政区レベルの母子保健行政官

においては、プロジェクト終了後もアクションプランづくりを継続させ、助産師支援を続

け、ひいては、母子保健サービスの向上につなげていきたいという意向が確認できた。HC-MW
支援のための定期会合、病院SBAの巻き込みなどの重要性は、高く認識され、その継続性
も高いと思われる。将来的には、VHSGに対して役割に対する教育や、報告フォームの改善
等を通じて、更に地域保健を向上させていきたいと考える保健行政官の意向も確認できた。

   こうした技術面の持続性を阻害する可能性として、①病院SBAの業務量増加に伴う、人
手不足が起こり、結果、HC-MW支援に手が回らなくなる可能性がある点、②病院SBAの技
能自体と指導力の更なる向上が必要である点などがあげられる。 
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３－４ 結論と提言 
 ３－４－１ 結論 
  本プロジェクトは、PDM上で計画された活動のほぼすべてが実施され、プロジェクト目標
の達成度を測る各数値目標もほぼすべて達成されていることが確認された。評価5項目からの
分析でも、財政的・技術的観点の自立発展性について今後留意すべき課題が一部あるものの、

すべて高く評価された。さらに、わずか3年の協力期間内で、モデル地域で効果が実証された
HC-MW支援のための協働体制強化を目的とした研修をCPA3レベルのリファラル病院が存在す
るすべての州（計17州）を対象にした研修へ改良・実施し、各州の研修参加者間でHC-MW支
援に向けた行動変容〔リファラル病院の熟練助産者（病院SBA）によるHC-MWへの技術的助
言等〕も起こっていることが確認された。 

  一方で、カンボジア保健省による保健医療施設へのアクセス向上のための政策や他ドナー・

非政府組織（NGO）による介入が、本プロジェクトのモデル地域でも複数導入されているた
め、上述した各数値目標の改善への本プロジェクトの貢献度合いを明らかにすることは困難

であった。 
 
 ３－４－２ 提言 
  （1）HC-MW支援活動に関するガイドライン、カリキュラムの承認 
    NMCHCにとって、MCATとヘルスマネージャー対象オリエンテーションワークショッ

プの研修カリキュラムとガイドラインを整備することは、研修を行ううえで重要であり、

不可欠なものとの関係者の認識を確認した。従って、プロジェクト期間終了までに、プ

ロジェクト専門家及びNMCHCのC/Pが、こうしたカリキュラムとガイドライン策定を完
了させることは重要であり、また、策定されたこれらのカリキュラムとガイドラインを

保健省が速やかに承認することを提言する。 
    また、プロジェクト専門家及びNMCHCのC/Pに対し「ODのためのコミュニティ支援ハ

ンドブック」の策定を速やかに完了し、プロジェクト終了までに関係者への説明及び配

布を行うことを提言する。 
 
  （2）HC-MW支援活動の財源確保（保健省年間活動計画、AOP等での適切な予算化）と予算

費目明確化 
    プロジェクト期間中に開始された助産師支援活動は、そのほとんどが政府の予算項目

に計上することが可能な活動であるが、現行のように｢助産師定例会｣は「会議費」の予

算から、「新型巡回指導」は、「モニタリング」の予算からといった具合に、活動ごとの

予算取りを続けると、まとまった助産師支援活動としてはみえにくい状況である。結果、

予算が削られる、又は、うまく予算を使えない結果にもなりかねない。こうした不都合

を防ぐためには、予算項目として「助産師アライアンスチーム（MAT）による助産師支
援活動」にまとめ、AOPに載せる必要が生じている。したがって、州保健局及び保健行
政区保健局に対し、来年度（2010年度）のAOP策定から助産師支援活動全体を、「プログ
ラム１：RMNCH、サブプログラム３：母子保健」に位置づけて予算取りをすることを提
言する。 

 
  （3）HC-MW支援のための協働体制モデルの更なる拡大に向けた戦略的な計画の策定 
    本プロジェクトは、保健センターで勤務する既存の助産師、及び、新規に配置された
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助産師に対して、お金をかけず、新たなシステムを導入することなしに技術面と心理面

からの支援を行い、そのサービスの向上を達成させる方法をみせることに成功した。こ

の助産師支援協働メカニズム/モデルは、背景的に異なった状況のどの保健行政区にも適
応が可能であるため、助産師アライアンスチームによる助産師支援活動が導入されてい

ない州・保健行政区への更なる普及に向けた助産師支援活動展開の戦略的な実施計画を、

プロジェクト期間内に策定することを提言する。 
    同時に、保健省に対し、HC-MWを技術面で支援可能な病院SBAの技能面と指導力の更

なる向上に努めるよう提言する。 
 
  （4）NMCHCによるマネージャークラスを対象としたオリエンテーションの開催 
    HC-MW支援活動のためには、州レベル・保健行政区レベルの保健局長、及び、病院長

といったヘルスマネージャーと呼ばれるクラスの理解が不可欠である。プロジェクトが

実施した「ヘルスマネージャーのためのオリエンテーションワークショップ」は、こう

したマネージャーに対して、助産師支援の重要性の理解を促す効果が高いことが確認さ

れているため、プロジェクト終了後も、助産師アライアンスチームによる助産師支援活

動の展開に並行して同オリエンテーションワークショップを継続することを提言する。

 
  （5）モニタリング/巡回指導システムの一本化/標準化に向けた調整 
    現在カンボジアの保健医療セクターにおいては、ドナーや国の支援による数多くの縦

割りプロジェクト・プログラムが実施されており、それぞれのプロジェクト・プログラ

ムが独自のモニタリングを行い、その際に独自のチェックリストを使う結果、複数のモ

ニタリングメカニズムが存在している。そのため、調査団は、保健省に対し、これら重

層的に存在するモニタリングや巡回指導を整理し、調和のあるモニタリング/巡回指導と
するようにドナーとの調整を提言する。 

 
 ３－５－３ 教訓 
  （1）保健システムの強化は、近年、グローバル・ヘルスのアジェンダにおいて優先課題に

あげられるなど世界共通の課題となっている。このため、多くの国際機関や二国間援助

団体が保健システム強化のための効果的なアプローチについて模索しているような状況

である。本プロジェクトは、大きな財政的な投入をせず、地域の保健システム強化を実

現するための効果的なアプローチを示した点で、その意義は大きい。そのアプローチと

は、地域保健を担う各関係者（地方行政官、病院、保健センターの母子保健人材）の役

割をしっかりと認識させ、お互いを知る機会や現場における問題解決を一緒に行う機会

をつくることなどによって実現するというものである。こうしたことが、当該関係者の

マインドセットを変えることにつながり、チームで仕事することの有用性を認識させ、

ひいては、地域保健医療システムの機能強化につながっている。こうしたアプローチの

汎用性は高く、途上国にあっては有用であることが教訓として学ばれた。 
 
  （2）本プロジェクトのC/Pのオーナーシップは高く、その結果、自分たちの言葉で、自分た

ちのプロジェクトに対する考えを他の関係者に伝えていることが観察された。こうした

高いオーナーシップは、以下のようなプロセスを踏むことで醸成されたことがプロジェ

クトを通じて教訓として学ばれることのひとつである。 



xiii 

    1）C/Pが、プロジェクト活動に関する計画、実施、モニタリング・評価のすべてのプロ
セスに積極的に参加したこと。 

    2）活動を選択するとき、専門家から活動を押し付けるのではなく、いくつか、過去の
好事例を示し、C/Pが自ら検討し、活動を選択するという行為が、その活動へのオーナ
ーシップを高めることに貢献した。 

    3）過去、カンボジアの保健医療システムの向上に対する日本からの息の長い援助の歴
史があり、その間、一貫してカンボジア側のオーナーシップの確立に取り組んできた

姿勢の結果でもある。また、カンボジア側のC/Pが長期間同じポストに在籍することが
できているということも、こうした日本の支援が実を結ぶ要因ともなっている。 




