
評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：スーダン 案件名：フロントライン母子保健強化プロジェクト 

分野：母子保健 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 

 

協力期間 

 先方関係機関：スーダン連邦保健省、セナ－ル州保健省 

(R/D): 2008年 6月~2011年 5月 日本側協力機関：－ 

 他の関連協力：－ 

１-１ 協力の背景と概要 

 2006年に、北部スーダンを管轄するスーダン連邦政府は、地域の妊産婦救急医療を主にハード面から強化する

案件として本件を要請したが、2007 年 9 月に JICA が実施した予備調査及び 12 月に実施した事前評価調査にお

いて、コミュニティの住民が保健サービスにアクセスできていない（保健システムの枠外に取り残されている）

状況がボトルネックとして確認された。その上で、同国で活動する約 19,000 人と言われる村落助産師（Village 

Midwife：以下 VMW）が、コミュニティと保健システムとのつなぎ役として機能し得る現状では唯一のヘルスワ

ーカーであること、その一方、VMW向けの研修や施設・機材整備は、政府とドナーにより一部行われているが

散発的であり、連邦政府保健省（FMOH）と州政府保健省（SMOH）によるスーパービジョン体制の脆弱さもあ

り、システムとして機能するには至っていないこと、また州・VMWおよび保健医療関係者間の恒常的なコミュ

ニケーションの仕組みがなく、各者の問題意識や経験が共有されにくい構造が問題点として確認された。 

 このような状況のもと、本プロジェクトは北部スーダンの劣悪な妊産婦死亡率の低減に向けて、連邦政府およ

び州政府の保健行政とコミュニティのもっとも人々に近い「最前線（フロントライン）」で活動するVMWの能力

強化と保健システムの中での組織化（VMWと州保健行政担当者のネットワークの強化）に取り組むことにより、

人々に質の良い母子保健サービスが継続的に提供される体制を構築することを目的としている。本プロジェクト

は、2008年6月から2011年5月まで3年間の予定で実施中である。 

  

１-２協力内容 

（１）上位目標 

パイロット州の母子の死亡率が減少する。 

 

（２）プロジェクト目標 

パイロット州において、PHCの担い手として強化・組織化された VMWを通じて継続的な母子保健サービスが提

供される。 

 

（３）成果 

1. 母子保健サービス提供のためのFMOHとSMOHの行政能力とVMWに関する制度が強化される。 

2．パイロット州において、PHCの担い手として強化・組織化されたVMWを通じて母子保健サービスが提供される。

3. 北部スーダン諸州と関係機関との間のネットワークが強化され、母子保健に関する情報・経験の交換が活発

に行われる。 

 



（４）投入（評価時点） 

日本側： 

専門家派遣    7名     

機材供与     車両（2台）、OA機器各種、訓練用機材、その他機材 

本邦研修員受入  3名     

相手国側： 

カウンターパート配置   スーダン連邦保健省関係者、セナール州保健省関係者 

土地・施設提供      プロジェクト事務所 2か所（連邦保健省内、セナール州保健省内） 

電気、水道代を含む事務所経費 

２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名  職位） 

団長・総括 渡部 晃三     人間開発部 保健行政課長 

母子保健 萩原 明子     人間開発部 課題アドバイザー 

評価企画 高橋 朋子     人間開発部 保健行政課 ジュニア専門員 

評価分析 下山 久光     アイ・シー・ネット株式会社 

  2010年 1月 18日～2010年 2月 6日 評価種類：中間レビュー 

３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

上位目標：パイロット州の母子の死亡率が減少する。 

 

中間レビューの調査時点では、上位目標の達成度合いを測るのは早すぎると判断した。指標に関する懸念とし

て、妊産婦死亡率（MMR）、乳幼児死亡率（IMR）、5歳未満児死亡率（U5MR）などの指標は本プロジェクトに

より発現が期待されるインパクトにより影響を受けにくいことがあげられる。プロジェクトの専門家によれば、

こうした指標のもとになる統計データについて、スーダンではずさんな収集方法が多く見られ、これらの統計デ

ータから上位目標の達成度を判断するのは困難との意見もあった。 

 

プロジェクト目標： パイロット州において、PHC の担い手として強化・組織化された VMW を通じて継続的

な母子保健サービスが提供される。 

 

本調査時点では、終了時までにプロジェクト目標が達成される見込みは高いと考える。FMOH と SMOH の能

力強化は順調な滑り出しをみせているうえ、活動の中心である VMWの現任研修もほぼ予定通り実施されている

からである。さらに、FMOH とセナール SMOH キャパシティにはまだ改善の余地があるが、助言指導制度はそ

の運用を開始した。 

プロジェクト目標の指標について調査団は、本プロジェクト単体では成果を測定することが非常に困難である

と判断した。そこで、問題の指標を修正して PDM Version 2を作成して、中間レビュー後の合同調整委員会に提

案し、正式に PDM Version 1は差し替えられた。 

 

 



成果１：母子保健サービス提供のためのFMOHとSMOHの行政能力とVMWに関する制度が強化される。 

 

成果１は部分的に達成されてきている。FMOHでは、各種カリキュラムとガイドラインのレビューと開発を通

じた OJT により、セナール SMOHでは、現職 VMWを対象にした現任研修の準備と実施、コミュニティ活動、

プロジェクトの活動報告や各種広報資料作成などを通じて組織強化が実施されてきている。VMWのガイドライ

ンの見直しをしたことで、VMW の管理もある程度強化された。しかしながら、VMW に関係する法律、制度、

保障や雇用などは未解決であり、引き続き FMOHによる取り組みが必要とされている。セナール SMOHにおい

ては、モニタリングやサービス提供に必要な交通費の補てん、サービスに必要なキットや消耗品の補充、研修後

の技術評価や技術補強、研修事務担当官の配置など、重要な取り組みが組織化、制度化への課題として残されて

いる。 

 

成果 2：パイロット州において、PHC の担い手として強化・組織化された VMW を通じて母子保健サービスが提供

される。 

 

成果 2は着実に達成されつつある。現職 VMWの現任研修（600名中 234名が研修修了）を通じて、VMWは

継続ケアの知識を新たにして理解を深めたので、VMWの継続ケア実施能力はある程度向上したと考える。この

研修で VMWは自分のスーパーバイザーと地域を担当する医療機関を確認でき、またスーパーバイザーの方でも

VMW の現住所などの現場情報を更新することができた。これらの活動を通じて、VMW の活動体制は組織化さ

れてきているといえる。スーパーヴィジョンについては課題が残るが、今回の調査中にスーパーヴィジョンに関

する課題を検討するワークショップが開催されるなど、今後の改善が期待される。成果 2に関連し、セナール州

の VMW養成学校が日本国政府の草の根無償資金協力により改築され、2010年 1月から VMWの卒前教育（1年

コース、2年コース）が開始された。 

 

成果 3：北部スーダン諸州と関係機関との間のネットワークが強化され、母子保健に関する情報・経験の交換

が活発に行われる。 

  

成果 3は適正に達成されてきている。プロジェクトは広報用ツールを多数作成した。また北コルドファン州の

母子保健担当者をセナール州に呼んで活動の紹介を行った。今後は、プロジェクトチームの方から北コルドファ

ン州を視察する予定である。さらに、プロジェクトは他州の代表者に対して活動内容を発表した。特に、2010

年 1月にハルツームで開催されダルフール 3州、ブルーナイル州、南コルドファン州の保健局を対象にしたセミ

ナーでは、プロジェクトの進捗と成果を説明する機会として、参加者への情報発信に貢献した。保健分野で活動

するドナー間の会合も定期的に開催されている。 

 

３-２ レビュー結果の要約 

妥当性 

本プロジェクトの妥当性は「高い」。本プロジェクトは政策的な支援が見込まれる。スーダン側のニーズもプ

ロジェクト開始時から変化はみられない。さらに、JICA は中東と北アフリカにおける母子保健プロジェクトの

経験も豊富なので、レベルの高い経験を活用して協力できる。 



 

有効性 

本プロジェクトの有効性は「やや高い」。プロジェクト目標の達成見込みは高く、各成果も達成される見込み

が高い。PDMで設定した外部条件と前提条件については、当初の見込みを大幅に変更させる要因はみられない。

 

効率性 

本プロジェクトの効率性は「普通」である。日本人専門家の投入はほぼ計画通り実施されている。他方、スー

ダン側の投入は人材の配置や予算の執行などで遅れがみられ、効率性を阻害する要因となっている。 

 

インパクト 

本プロジェクトのインパクトの見込みは「やや高い」と言える。中間レビューの時点では、本プロジェクトが

PDM の上位目標を達成できるかは判断がつかない。しかし、上位目標の達成度見込みを除く諸点について考察

すると、プロジェクトの活動に対して一定の社会的なインパクト発生が見込める側面もある。地域社会による

VMWの尊重、女性のエンパワメントへの貢献、特に訓練を受けた VMWの識字率の向上など、社会的なインパ

クトが観察されている。 

 

自立発展性 

中間レビュー時における自立発展性の見込みは「やや高い」。スーダンの母子保健政策は今後しばらく大幅な

変更の予定はなく、VMWの活動を阻害する政策の発生も考えにくい。組織面の自立発展性を促進するキャパシ

ティ強化の活動は、今後精力的に実施される予定である。セナール州におけるプロジェクトの活動について、今

後は FMOHとおよび SMOHの予算で収まる活動規模に集約される計画である。プロジェクト活動を通じて育成

された研修指導者（Facilitators）は、今後も VMW 研修指導者として地元に定着する人材であり、セナール州で

移転された技術の定着も特に阻害要因はみられない。 

 

３-３ 結論 

（１）プロジェクトの方向性について 

住民に母子保健（MCH）サービスを提供するフロントラインの VMWに現任研修を行うことにより彼らの活動

能力を高めるという本プロジェクトの取組みに関し、FMOHおよびセナール SMOHの C/P、VMW、住民それぞ

れから、これまでの現任研修の成果である「VMWの能力向上」を高く評価されている。 

VMW現任研修パッケージは、（1）FMOHが VMWに期待する役割を果たすために必要十分な内容であり、（2）

母子保健指標改善のために有効とされるプライマリーレベルでの母子新生児ケアの内容を網羅した内容である

ことから、この現任研修内容の妥当性は高い。 

また、VMWのエンパワーに必要な行政官のキャパシティを強化すること、パイロット州の経験を、FMOHを

通じ他州にも共有を図っていくことに関しても、現在すでに始まりつつある。これらのことから、プロジェクト

の方向性は適切なものである。 

本プロジェクトは、VMW のキャパシティ強化を単に行うのではなく、VMW の能力（キャパシティ）強化を

通じて保健行政と保健サービス提供者（VMWを含む）、さらに住民間における、保健サービス提供のための仕組

み（「保健システム；Health Systems」）の強化を図ることを志向しているという特色がある。本プロジェクトは、



これまでの取組みを通じ、現有の人材、物資と技術、資金など限られた貴重なリソースを最大限に活用しながら、

保健システム強化を図りつつある。 

 

（２）パイロット州セナールでの成果と課題について 

セナール州 SMOHによる VMWへの現任研修は、現状確認調査(Situation Analysis)を綿密に行ったこと、FMOH

の専門家を加えた研修内容の設計、講師の育成などを綿密に行なったこと、これに加え実施回数を重ねる（現在

１３回目）中で、RH 行政官と講師の経験が高まってきたことなどにより、現在、非常に円滑に行われるように

なっている。この研修実施ノウハウがセナール SMOH のキャパシティとして蓄積されるためには、セナール

SMOHの体制強化がはかられることが重要である（具体的には、アドミ担当者のアサインが検討されている）。

今後、現任研修により能力が強化された VMWの活動が、長期的に順調に定着していくためには、現場での活

動を技術面から支える HVなど保健行政による助言指導（サポーティブスーパービジョン）体制の強化が必要で

あり、プロジェクトはこれに取り組む。一方、VMWに対する必要な機材の供給や雇用もしくはインセンティブ

の支給に対する予算確保は、スーダン側の取組みとして引き続き重要であることを日本側からは強調した。 

 

（３）FMOHによる今後の各州への展開に関して 

VMWの現任研修に関し、セナールでの実践経験は、FMOHの C/Pに高く評価されており、体系化したうえで、

FMOH の政策にこの実践経験がフィードバックされ、今後これを FMOH が各州に展開するための基礎となるこ

とが大いに期待される。 

現在、FMOHとセナール SMOHの間の連携関係が、FMOHのフォーカルパーソンがセナールを訪問する等に

よりさらに強化される兆しがある（例えば中間レビュー中の 2010年 1月 31日、セナール州で開催したスーパー

ヴィジョンのあり方を検討するワークショップに FMOHからも２名の参加が得られた）。一方、セナールでの成

果を各州にも展開していくためには、成果をエビデンスとして分析レポートに取りまとめることが大切である。

プロジェクト関係者（FMOH、セナール SMOH、専門家チーム）のこの点への取組みに期待する。 

 

（４）プロジェクト目標達成の見込み 

上記のことから、総じて、中間レビュー時点で、プロジェクト目的の達成の見込みは高い。また、今回改訂し

た PDMの Version2 の上位目標（「スーダン全土において、PHCの担い手として強化・組織化された VMWを通

じて、理想的な母子継続ケアが提供される。」）に関しても、スーダン政府の主体的取組みが継続され、スーダン

側主体の開発パートナーからの支援への調整がなされれば、達成の見込みが高いと考える。 

 

３-４ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

今回中間レビュー調査において、以下の諸点について提言として整理した。 

 

① FMOHによりパイロット州セナールでの成果が文書化・パッケージ化され、これが他州への展開のための連

邦の政策とガイドラインに活かされること。 

 ・セナールでの VMW現任研修の成果を把握するため、VMWの技術の改善を確認するケーススタディーを行

う。これは FMOHとセナール SMOHが共同で行い、技術的なレポートに取りまとめる。 

 ・VMW現任研修のカリキュラム、マニュアル、教材、ガイドラインなどを標準化する。 



 ・母子保健コーディネーター、ヘルスビジター、アシスタントヘルスビジター、ゾーン保健コーディネーター

などの多様な関係者の間の役割分担が明確化され、これに関するマニュアルや規則が整備されること。 

② FMOH、SMOH、さらに現場のヘルスワーカーとの連携とコミュニケーションを強化する。 

 ・セナールでの成果をもとに連邦の政策やガイドラインの改善を図ることに関し、FMOH とセナール SMOH

が協力してリーダーシップを発揮すること。 

 ・既に FMOHのセナール州へのフォーカルパーソンが指名されている。同担当者の調整により FMOHとセナ

ール州 SMOHとのコミュニケーションがより活発化すること。 

 ・セナール SMOHから FMOHへの報告、FMOHからセナール州 SMOHへのフィードバック、この両面が強化

されること。 

③ セナール SMOHと FMOHの組織能力強化（キャパシティ・ディベロップメント） 

 ・セナール州政府の保健省行政担当者のアドミニストレーション能力の強化のために研修の機会が設けられる

こと。まず、どのような能力強化が必要か、リストアップした上で実践的な研修とすることが重要。 

 ・JICA 側からはアドミ能力強化のためのスーダン国内での研修への支援（スーダン保健省公衆衛生院／PHI

や JICAの他プロジェクトとの連携による研修機会提供など）を検討できる。 

 ・VMWへの現任研修実施に必要なロジスティック業務を行う担当者が割り当てられ、業務マニュアルが整備

されること。 

 ・ヘルスビジターとアシスタントヘルスビジターがさらに能力強化・組織化され、VMWへの助言指導（サポ

ーティブスーパービジョン）を行う体制が強化される。助言指導のための研修が必要。 

 ・セナール SMOH主導により、実現可能なサポーティブスーパービジョン実施体制が整備される。 

④VMWへの支援策の強化 

 ・VMWの活動に関する法制度などが整備されること。特に雇用に関する制度が FMOHと SMOHの間で整理

されることが必要。 

 ・VMWの技術向上のための保健行政によるモニタリングと助言指導の体制を整備すること。 

 ・VMWへの現任研修の成果を定着させるためのサポーティブスーパービジョンが実現可能な形で実施される

こと。VMWに定期的に各所属の医療施設に集まってもらって行うことが妥当ではないか。 

 ・VMWの活動に必要な医療用手袋などの消耗品が適切に支給されるようにする。 

 

以上

 


