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モロッコ王国 
地方村落妊産婦ケア改善プロジェクト 

 
外部評価者：OPMAC 株式会社 中村 桐美・藤原 純子 

0. 要旨 
本プロジェクトは、モロッコの地方村落部における妊産婦ケア改善のニーズを十分に踏

まえており、妥当性は非常に高い。本プロジェクトでは、2 つのパイロット県における活動

により成果の産出が試みられたが、一部の投入に不足があったため、効率性を若干減じる

こととなったものの、実践可能なモデルの構築というアプローチがとられたことから、有

効性、インパクトともに高く、高い持続性も維持されている。特に、本プロジェクトに関

連して導入された母親学級がもたらしたインパクトは特筆に値する。 
以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。 

 
 
1. 案件の概要 

 

  
プロジェクト位置図 保健所に健診に訪れた母子（イフラン県） 

 
1.1 協力の背景 
モロッコ王国（Kingdom of Morocco、以下「モロッコ」）では、都市部と地方村落部との

経済・社会格差が大きく、その是正が国家開発の課題とされてきた。妊産婦保健分野にお

いても同様であり、妊産婦ケアサービスの普及の格差が妊産婦の健康状態の格差を生み出

し、妊産婦死亡率にも著しい差が見られた。 
日本は 2001 年度にモロッコに対する妊産婦ケアに関する協力を開始し、フェズ・ブルマ

ン（Fès-Boulmane）州、メクネス・タフィラレット（Méknès-Tafilalet）州、グルミン・エス

マラ（Guelmin-Es-Smara）州の 3 州を対象とし、妊産婦ケアのための施設・機材の整備を目

的とする無償資金協力「地方村落妊産婦ケア改善計画」を実施した。また、国際協力機構

（JICA）は本邦研修「地方村落妊産婦ケア改善」（2002 年度開始）および「地方保健行政」

（2004 年度開始）により、研修員の受入を行ってきた。 
こうした状況下、同国は地方村落部における妊産婦ケアに係る技術向上を目的とした技

術協力プロジェクトを我が国に要請した。これを受けて、JICA は 2004 年 7 月に事前調査を
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実施し、フェズ・ブルマン州セフロ（Séfrou）県およびメクネス・タフィラレット州イフラ

ン県（Ifrane）をパイロット県とし、技術協力プロジェクト「地方村落妊産婦ケアプロジェ

クト」を開始した。 
  

1.2 協力の概要 

上位目標 
1． プロジェクト対象 3 州の地方村落部のリプロダクティブエイジ

の女性の健康状態が改善されている 
2． パイロットの成果がプロジェクト対象 3 州に普及される 

プロジェクト目標 
パイロット県の地方村落部のリプロダクティブエイジの女性に適切

な保健サービスが提供されている 

成果 

成果 1 
パイロット県のレベルでの妊産婦ケアにかかわる専門的知識の向上

のための保健職員向け継続教育システムが確立されている 

成果 2 
地方村落部における妊産婦の健康に関する県保健支局の実施能力が

強化されている 

成果 3 
地方村落部における妊産婦の健康に関する情報・教育・コミュニケ

ーション（IEC）による活動プログラムが強化されている 

成果 4 
パイロット地域内の地方村落部における妊産婦の健康に関する巡回

診療サービスの戦略が強化されている 

投入実績 

【日本側】 
1. 専門家派遣 14 人 

長期専門家 5 人、短期専門家 9 人 
2. 研修員受入 48 人（集団研修） 
3. 第 3 国研修 計 0 人 
4. 機材供与  3,784 万円 
5. 現地業務費 7,156 万円  
6. その他（含、調査団員派遣） 1,367 万円 

【モロッコ側】 
1. カウンターパート配置 36 人 
2. 土地・施設提供 プロジェクトオフィススペースおよび日本

人専門家用執務スペース 
3. カウンターパート給与および出張時の日当、巡回診療車両の

ガソリン代、県病院における継続教育に係る費用の一部 

協力金額 3 億 6,598 万円 

協力期間 2004 年 11 月～2007 年 11 月 

相手国関係機関 
モロッコ保健省人口局、フェズ・ブルマン州、メクネス・タフィラ

レット州、グルミン・エスマラ州の各州保健支局、セフロ県および

イフラン県の各県保健支局 

我が国協力機関 
日本赤十字九州看護大学 
【他の関連協力機関】宗像市関係機関（国別研修受入先） 
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関連案件 

【無償資金協力】地方村落妊産婦ケア改善計画（1/2 および 2/2） 
【個別専門家派遣】保健省アドバイザー、地方村落母子ケア改善、

母親学級実施支援等 
【研修事業】現地国内研修「エルラシディア県母子保健ケア改善計

画支援」、第三国研修「母子保健」、国別研修「母子保健ケア改善」 
【青年海外協力隊】助産師（母親学級支援） 
【その他援助機関】UNFPA：「女性健康手帳」への支援、研修支援 

 
1.3 終了時評価の概要 

1.3.1 終了時評価時の上位目標達成状況 
上位目標 1 の指標「地方村落部における妊産婦死亡率の低下」は、統計上では顕れにく

い構造となっていることが指摘された。これは、県病院あるいは州病院へ移送された妊産

婦が死亡した場合でも、統計上は県病院あるいは州病院での死亡として扱われるためであ

る。他方、上位目標 2 については、終了時評価時点で準備段階に入っており、実現の見込

みは高いとされた。 
 
1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成状況 
プロジェクト目標については、3 つの指標が設定されていた。指標 1 の産後健診について

のみ目標値が達成されたが、それ以外の指標は目標値を下回った。なお、指標 2「ハイリス

ク妊娠の診断率及びケア率」については、ハイリスク妊娠の定義の見直しが行われたこと

から、プロジェクト前後での比較分析が困難であった。 
 
1.3.3 プロジェクト終了時の提言内容 
終了時評価における提言は、①パイロット県における妊産婦ケアの更なる改善、②本プ

ロジェクトの成果の普及、に大別される。 
前者については、パイロット県の県保健支局のマネジメント体制の強化、助産師・看護

師に対する継続教育実施体制の強化、本邦研修に参加した研修員のネットワーク強化によ

る妊産婦ケアに係る人材育成や活動の強化、およびコミュニティや教育など他のセクター

との連携強化による妊産婦ケアに係る住民の意識啓発、さらに JICA による本プロジェクト

終了後の継続的支援が提言された。 
後者については、特に、継続教育モデルの全国的な普及が提言された。また、モロッコ

において母子保健分野における専門性の高い人材が育成され、研修に必要な施設・機材が

整備されたことを受け、本プロジェクトの成果を西アフリカ諸国への普及を支援すること

を目的に、第三国研修の実施が提言された。 
 
 

2. 調査の概要 
2.1 外部評価者 
中村 桐美・藤原 純子（OPMAC 株式会社） 
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2.2 調査期間 
今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 
調査期間：2010 年 11 月～2011 年 10 月 
現地調査：2011 年 3 月 6 日～3 月 25 日および 2011 年 6 月 19 日～6 月 25 日 
 

2.3 評価の制約 
【指標の適切性とデータの入手可能性】 
有効性の検証にあたっては、計画内容を示すプロジェクト・デザイン・マトリックス

（PDM）で設定された、成果（アウトプット）およびプロジェクト目標の指標の達成度の

分析を行う必要があるが、本プロジェクトの PDM では指標が論理的に適切でない、あるい

は定義があいまいなものが見られた。また、プロジェクト実施中に適切なデータの収集が

困難であった指標もあった。こうした要因により、終了時評価で達成度あるいは達成見込

みが明確に示されていない指標も見られた。そのため、事後評価時点において、関係者に

確認の上、指標の見直し・再定義を行い、必要に応じて追加・代替指標を設定し、事後評

価時点においてプロジェクト完了時点での達成度の検証・推定を行った。 
 

【対象地域の受益者へのアクセス】 
本プロジェクトのインパクトの分析にあたり、本プロジェクトの受益者であるパイロッ

ト県および対象州の妊産婦への影響の検証が必要であった。しかしながら、地方村落部で

は住民は広範囲に散在しているため、妊産婦を対象とする統計的に有意な社会調査手法を

用いた一定の規模の受益者調査を実施することは物理的に困難であった。そのため、妊産

婦への影響については、保健省の統計データとパイロット県保健支局のデータ、また、現

地調査による現地踏査時に健診や出産等で保健施設を訪れていた妊産婦を対象とした聞き

取り調査のデータに基づいて検証を行った。 
 
 

3. 評価結果（レーティング：A1） 
3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 
本プロジェクト計画時点での「保健 5 ヵ年行動計画 2003‐2007 年」（Plan d’action santé, 

2003-2007）の優先課題として、妊産婦死亡率の低下が挙げられ、「リスクなき分娩プログラ

ム」（Programme de la Maternité sans Risque）の強化が掲げられていた。また、同計画では、

都市部と地方村落部における保健サービスへのアクセスの格差の改善、保健・医療人材の

育成、組織力の強化も改善すべき事項として位置づけられ、本プロジェクト終了時までに

これらの取組みに変化はなかった。 
本プロジェクト実施中に、国王により「人間開発イニシアティブ（INDH：Initiative National 

pour le Développment Humain）が打ち出され、この中の「地方の貧困削減プログラム」にお

                                                        
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 



 

 5 

いて、妊産婦死亡率および乳幼児死亡率の低減が保健分野における最優先課題とされた。

加えて、保健省の「INDH の枠組みにおける妊産婦死亡率の低減」計画では、本プロジェク

トのパイロット県であるセフロ県およびイフラン県が対象地域に含まれていた。 
したがって、事前評価時点およびプロジェクト終了時点において、本プロジェクトはモ

ロッコの妊産婦死亡率低減に向けた保健政策に合致していた。 
 
3.1.2 開発ニーズとの整合性 
国レベルでみると、モロッコ全体の妊産婦死亡率は、1997 年時点の 10 万出生当たり 228

人 3から 2004 年 227 人 4とほとんど変化はなかったが、地方村落部では同期間に 307 人から

267 人に改善が見られた。しかし、2004 年時点での都市部の妊産婦死亡率 186 人と比較す

ると、地方村落部の妊産婦死亡率はこれを大きく上回っていた。施設分娩率についても、

2002 年保健省報告によれば、都市部では 8 割を超えているのに対し、地方村落部では 3 割

にとどまっており、保健医療サービスへのアクセスの格差が明白であった。 
本プロジェクトのターゲットグループは、パイロット県のリプロダクティブエイジ女性

であり、その規模は 2003 年時点でセフロ県 6.8 万人、イフラン県 4.1 万人、2007 年時点で

それぞれ 7.5 万人、4.2 万人であった。対象地域のレベルでの状況を見ると、推定分娩件数

は、セフロ県で 2003 年 5,714 件、2007 年 5,591 件、イフラン県ではそれぞれ 3,043 件、2,934
件であった。2003 年時点の施設分娩率は、セフロ県 59％、イフラン県 55％と、国全体の施

設分娩率 60％を若干下回る水準であった。 
こうしたことから、本プロジェクトは、パイロット県およびモロッコ全体の妊産婦ケア

へのニーズに合致していた。 
なお、事前評価時には、保健省人口局や対象地域の保健・医療関係者の参加を得て、本

プロジェクトの計画立案のための PCM ワークショップが開催された。このワークショップ

を通じて、サービスを提供する側の助産師や看護師等、保健・医療従事者が、対象地域の

地方村落部の妊産婦に対する保健サービスの問題を把握していることが確認され、保健・

医療従事者の能力向上を図る必要性が関係者間で分析・共有されていたことも、本プロジ

ェクトの妥当性を確保する要因となった。 
また、地方村落部の妊産婦ケアにおけるリファラルの強化の必要性も高く、首都ラバト

や州都といった大都市圏の高度医療施設および医療人材へのアクセスを有するセフロ県お

よびイフラン県をパイロット県とし、モデルを確立するというアプローチも適切であり、

プロジェクト実施中においてその適切性は維持されていた。 
 
3.1.3 日本の援助政策との整合性 
1999 年 7 月の経済協力政策協議において、対モロッコ支援の 5 つの重点分野の一つとし

て、「都市・地方間の格差是正および貧困削減のための地方開発分野への支援」が掲げられ

た。その後 INDH を支持する方針が示され、重点分野として「社会開発支援」が加えられ

たが、基本方針に変更はなかった。 

                                                        
3 1997 年母子保健調査（Enqutête National sur la Santé de la Mère et de l’Enfant）。 
4 人口・家族保健調査（EPSF: Enquête sur la Population et la Santé Familiale）。 
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また、2004 年時点の JICA 国別事業実施計画では、対モロッコ援助重点分野を踏まえて、

「開発が遅れている地域に対する支援」の中で、地方での医療サービスの向上に対する協

力も検討していくとされた。2007 年時点での同実施計画においては、重点分野のうち「社

会的格差・地域間格差」の中で「保健サービスの向上」が目指された。 
したがって、地方村落部における妊産婦ケアの向上を目指した本プロジェクトは、日本

の援助政策と整合していた。 
 
以上により、本プロジェクトの実施は、モロッコの妊産婦死亡率低減を目指す保健政策、

地方村落部における妊産婦ケアへのニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当

性は高い。 
 

3.2 有効性・インパクト（レーティング：③）5 
3.2.1 有効性 
有効性は、プロジェクト完了時点でのプロジェクトの成果（アウトプット）およびプロ

ジェクト目標の達成状況と貢献度の観点から分析を行うものであるが、完了時点の情報の

みでは達成度の判断には不十分であった。したがって、完了時の達成度を推定するため、

プロジェクト完了後も有機的に機能できる「システム・制度が確立されたか否か」という

観点から、プロジェクト完了後から事後評価時点までの状況も踏まえた分析を行った。ま

た、事後評価時点における本プロジェクトによる効果（インパクト）の発現の検証を行う

ため、事後評価時点での成果およびプロジェクト目標の指標の達成状況についても併せて

確認を行った。 
 

3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 
1) 成果 1 

パイロット県において妊産婦ケアに関わる専門的知識の向上のための保健職員向け継続教

育システムが確立されている。 

【指標 1】プロジェクト終了時までに対象となる職員に対する継続教育プログラムの被覆率

（研修受講者の実績人数/研修受講者の計画人数）が 2 つの県でそれぞれ 100％と

なる。 

【指標 2】プロジェクト終了時までに継続教育プログラムの実施率（実施された研修の件数

／計画された研修の件数）が 2 つの県でそれぞれ 100％となる。 

 
終了時評価では、県レベルでの研修については目標値を達成しているとしており、事後

評価時点での検証においても、成果 1 は概ね達成されたと判断される。 
事後評価時点でプロジェクト関係者に確認したところ、本プロジェクトで確立を目指し

た継続教育システムは、県病院および保健センターに配属される勤続 3 年目までの新任の

助産師および妊産婦ケアを扱う看護師を対象とするものであった。したがって、本事後評

                                                        
5 有効性評価は後述 3.3 インパクトも含めた総合判断としている。 
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価では、プロジェクト終了後における本プロジェクトで対象とした「新任の助産師・看護

師向け継続教育」の実施状況をもって、本プロジェクトが目指した「システムの確立」の

成否の判断を行った。 
セフロ県においては、事後評価時点で確認したところ、プロジェクト終了後もプロジェ

クト実施中とほぼ同じ規模で継続教育が実施されている。（表 1 参照） 
他方、イフラン県においては、プロジェクト終了後の研修の実施は、産前健診、産後健

診、家族計画の 3 コースにとどまっており、実施率は 2009 年を除いては 30％未満と低い（表

2 参照）。 
 

表 1：セフロ県の県レベル継続教育実施状況 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

助産師数（人） 30 35 35 39 39 43 

勤続 3 年以下の助産師数（人） 16 16 16 10 8 4 

研修件数（件） 計画 5 14 9 8 6 13 

実績 5 14 9 8 6 13 

受講者数（延べ人数） 計画 - - - - - - 

実績 99 189 109 130 63 128 

勤続 3 年以下の助産

師の受講者数（人） 

計画 - - - - - - 

実績 16 16 16 10 8 4 
出所：Ministère de la Santé, “Santé en chiffres”（保健統計）およびセフロ保健支局提供資料 

 
表 2：イフラン県の県レベル継続教育実施状況 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

助産師数（人） 32 32 32 51 51 50 

勤続 3 年以下の助産師数（人） 8 8 8 14 12 8 

研修件数（件） 計画 - 12 12 12 12 12 

実績 - 6 8 8 0 0 

受講者数（延べ人数） 計画 102 97 97 32 28 30 

実績 32 18 21 22 42 20 

勤続 3 年以下の助産

師の受講者数（人） 

計画 0 18 16 16 12 0 

実績 0 4 6 7 6 0 
出所：Ministère de la Santé, “Santé en chiffres”（保健統計）およびイフラン保健支局提供資料 

 
したがって、イフラン県においては必要最低限の継続教育を実施する体制が構築された

にとどまったものの、セフロ県においては一定の水準でシステムは確立され、モデルとし

て普及できるシステムの確立に至ったものと判断される。また、「継続教育システム」の確

立には、研修の実施のみならず、内容の改善も求められたものと考えられるが、受講者の
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ニーズを反映した研修内容の改訂が行われたことが報告されており、システムの確立に貢

献したとみられる。 
なお、本プロジェクトでは、国レベルでの継続教育研修への参加も活動として組み入れ

られた。国レベルの研修は、ドナーによる支援に大きく依存しており、受講者の選定は保

健省が行うため、本来は県保健支局で計画的に助産師・看護師を受講させることは困難で

ある。しかし、本プロジェクトでは県レベルの継続教育研修のための講師を育成すること

を目的とし、パイロット県の助産師・看護師が優先的に受講できるよう配慮がなされた。

その結果、プロジェクト終了後もこうした人材が県レベルでの継続教育を担って、システ

ムの確立に貢献した。 
他方、2 つのパイロット県におけるシステムの確立の達成度に差異を生じさせた要因とし

ては、本プロジェクトの継続教育システムの確立に係る活動がイフラン県においては十分

に展開されなかったことが挙げられる。本プロジェクトのプロジェクトオフィスはセフロ

県に設置され、継続教育の専門家が常駐し、セフロ県における活動に重点が置かれたが、

イフラン県には常駐の日本人専門家は配置されなかった。これは、イフラン県では対象と

なる勤続年数 3 年以下の助産師数がセフロ県より少なく、また、県保健支局の能力も考慮

したうえでの判断によるものであったが、結果としてイフラン県での達成度が下回ること

となった。 
 
2) 成果 2 

地方村落部における妊産婦の健康に関する県保健支局の実施計画能力*が強化されている。 

【指標 1】県保健支局による活動計画の策定および実施の評価 

【指標 2】活動の予算化 

【指標 3】予算の執行 

*実施計画能力は、パイロット県における 3 つの活動（継続教育、IEC 活動、巡回診療）に関するもの

と定義された。 

 
成果 2 の達成には、一部に課題が見られ、本プロジェクトで目指した水準を下回ってい

たと推定される。 
成果 2 については、終了時評価における明確な達成度に関する記述はなく、また、事後

評価時点でも定量的なデータによる検証は行うことができなかった。そのため、パイロッ

ト県保健支局より提供された活動状況に関するデータを勘案し、定性的な分析を行った。 
セフロ県については、終了時評価時点で、3 つの活動とも適切な計画策定・実施・モニタ

リングが行われたと判断され、事後評価時点でも一定の水準で計画策定・実施・モニタリ

ングが行われていることが確認できた。 
一方、イフラン県については、終了時評価によれば、例えば車両がないため遠隔地の継

続教育スーパービジョン 6が計画的に行えないなどの問題が見られた。スーパービジョンお

よび巡回診療を併せて実施し、限られた資源の効率的な活用を図るという視点に欠け、実

                                                        
6 県保健支局の巡回医療業務部（SIAAP: Service d’Infrastructure d’Action Ambulatoire Provinciales）が、継続

教育として地方保健センターの看護師・助産師の業務チェックおよび改善のための指導を行うこと。 
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施可能な計画を策定し、着実に実施するという体制に課題があることが指摘された。事後

評価時点では、計画策定については改善が見られたものの、計画の実施率は依然として低

く、本プロジェクトで目指した水準には至っていないと考えられる。 
 

表 3：パイロット県保健支局の実施計画能力 

パイロット県 活動計画の策定 実施の評価 活動の予算化 予算の執行 

セフロ県 ○ ○ ○ n.a. 

イフラン県 ○ △ n.a. 巡回診療のみ 
データあり 

出所：保健支局の提供資料より調査団作成 

 
3) 成果 3 

地方村落部における妊産婦の健康に関する情報・教育・コミュニケーション（IEC：Information 

Education and Communication）による活動プログラムが強化されている。 

【指標 1】プロジェクト終了時までに 2 つの県において行動計画の実施率（実績/計画）が

100％となる。 

【指標 2】プロジェクト終了時までに妊産婦の健康に関する IEC を 1 回は受けた女性の割合

がそれぞれの県において増加する。 

 
成果 3 は、概ね達成されたと判断される。 
指標 1 の達成状況については、終了時評価では、IEC の実施が保健センターや巡回診療で

「妊婦がある程度集まった場合に実施する」という方針で、不定期に開催されていたこと

が指摘され、達成度について明確にされていない。本事後評価で、本プロジェクトで目指

していた「計画した IEC 活動の実施」について検証を行ったところ、計画的な実施にまで

は至らなかったことが確認された。 
指標 2 についても、終了時評価において IEC を受けたリプロダクティブエイジの既婚女

性の割合は増加しているとしているものの、ベースラインデータはなく、適切なデータ整

備が行われていなかったことが指摘されている。これは、対象とすべき IEC 活動が漠然と

していたことにも起因したとみられる。 
しかし、本事後評価では、プロジェクト目標に鑑みると本プロジェクトの成果（アウト

プット）として強化されるべきIEC活動 7は妊娠・出産に関する内容（母親学級）であった

と判断し、「標準化された母親学級の開催」を代替指標として、成果 3 の達成状況を推定し

た。パイロット県での母親学級の開催実績は、表 4 のとおり。 
 

                                                        
7 モロッコにおける妊産婦の健康に関する IEC 活動は、妊娠・出産に関する内容と家族計画の 2 つに大き

く分かれる。 
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表 4：母親学級の開催実績 

パイロット県 
2005 年 2006 年 2007 年 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 

セフロ県 - - - - 10 回 74 人 

イフラン県 - - 18 回 1,047 人 84 回 1,740 人 
出所：各県保健支局による提供資料より作成 
注：母親学級が導入されたのは、セフロ県 2007 年、イフラン県 2006 年。開始当初は県病院を中心に開催。 

 
母親学級の導入はパイロット県、さらにはモロッコ全体における妊産婦向け IEC 活動の

強化、さらに後述する妊産婦ケア（特に、産前健診の受診率の向上）に大きく貢献をした。

母親学級の概念はモロッコにはなかったものであり、母親学級の導入・開催そのものが IEC
活動の強化であると判断される。 
また、本プロジェクト開始以前は、IEC の方法や実施項目等に関して、実施者の能力や技

術レベルによって差が生じていることが課題とされたが、本プロジェクトにより妊産婦ケ

アに係る IEC の内容の標準化が図られた。さらに県保健支局によるスーパービジョンを通

じた IEC 活動の質の標準化が図られたことも、「IEC 活動の強化」につながったといえる。 
 
4) 成果 4 

パイロット地域内の地方村落部における妊産婦の健康に関する巡回診療サービスの戦略が

強化されている。 

【指標 1】活動計画に示される巡回診療サービスの計画に対する実施率（実績/計画）が 2

つの県においてそれぞれ 100％になる。 

【指標 2】対象人口のうち巡回診療サービスによる産前健診を受診した妊婦の割合がセフロ

県およびイフラン県においてそれぞれ 100％になる。 

 
成果 4 は、概ね達成されたと判断される。 
指標 1 については、プロジェクト完了時点のデータは確認できていないことから、終了

時評価時のデータにより判断を行った。また、「巡回診療サービスの戦略の強化」には質の

改善も含まれることから、「標準化された IEC 活動の実施」を追加指標として成果 4 の達成

度の判断に加味した。なお、PDM で設定された指標 2 は、成果 4 の結果として生じる効果

（アウトカム）であり、プロジェクト目標の内訳であることから、プロジェクト目標の達

成度の判断の際に考慮するものとした。 
指標 1 については、2 つのパイロット県では巡回診療計画が 3 か月ごとに策定され、計画

に沿った実施が行われた。しかし、終了時評価時点では、セフロ県の実施率は 100％とされ

た一方で、イフラン県については実施率 58％にとどまった。イフラン県での実施率の低さ

の要因としては、プロジェクトで供与された巡回診療用車両の使用開始までにブランクが

生じたことに加え、ストライキや降雪といった外部要因の影響が挙げられた。しかし、巡

回診療による妊産婦のカバー率も 60％未満と低く、県保健支局の計画・実施能力が不十分

であったことも要因であったとみられる。 
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他方、本プロジェクトにより巡回診療サービスの内容は標準化され、質の改善も図られ

たことから、モデルとして普及されるべき巡回診療サービスの強化には結びついたものと

判断される。 
 

3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

パイロット県の地方村落部のリプロダクティブエイジの女性に適切な保健サービスが提供

されている。 

【指標 1】プロジェクト終了時までに推計出生数における産前健診および産後健診を受ける

妊産婦の割合が上昇する。 

 （目標値）セフロ県：産前健診（3 回）80％以上、産後健診 95％以上 

イフラン県：産前健診（3 回）85％以上、産後健診 95％以上 

【指標 2】産前健診によるハイリスク妊娠の診断率およびケア率が適正になる。 

【指標 3】プロジェクト終了時までに、資格を有する保健スタッフの介助による分娩の割合

が増加する。（介助分娩/推計出生数） 

 （目標値）セフロ県：70％以上 

     イフラン県：70％以上 

 
プロジェクト目標の対象範囲は、PDM 上は「パイロット県の地方村落部」とされている

が、モロッコでは州都とそれ以外の地域での経済的・社会的格差が大きいことから、プロ

ジェクトでは、地方村落部にとどまらず、パイロット県全体の妊産婦ケアサービスの向上

を目指した取組みを行ない、指標に関するデータの収集も県全体を対象としていた。他方、

パイロット県内の地域間格差も大きいため、本事後評価においては地方村落部のデータも

加味して、プロジェクト目標の達成度の検証を行った。 
また、県レベルの施設分娩率を見る際には、統計上、複雑分娩や緊急時等の理由で県外

の州病院等で出産した場合には、妊産婦の居住地に関わらず、州病院の所在地でカウント

されるため、地方村落部での施設分娩数には計上されないことに留意した。 
 
1) 指標 1 
目標値は下回っているものの、パイロット県における産前健診および産後健診受診率 8は、

プロジェクトの成果により一定の改善が見られたと判断される。 
産前健診については、2007 年時点でのパイロット県全体の 3 回産前健診を受診した妊婦

の割合は、セフロ県、イフラン県でそれぞれ 61％、79％と目標値を下回っている（表 5）。 
 

                                                        
8 モロッコ保健省のガイドラインでは、産前健診は妊娠初期（1～3 か月）、中期（4～6 か月）、後期（7～9
か月）に各 1 回受診し、産後健診は出産後に 1 回受診することとされている。 
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表 5：パイロット県の産前産後健診受診率（2007 年） 

 産前健診受診率 産後健診受診率 

目標値 実績値 目標値 実績値 

セフロ県 80％以上 61％ 95％以上 90％ 

イフラン県 85％以上 79％ 95％以上 90％ 
出所：終了時評価報告書 

 
しかし、パイロット県の地方村落部における産前産後健診に係るデータを見ると、指標

に改善が見られる（表 6）。地方村落部における「新規産前健診受診者に占める妊娠初期に

産前健診を受診した妊婦の割合」を見ると、2004 年から 2007 年で、セフロ県では 56％か

ら 58％、イフラン県では 44％から 47％と改善が見られている。妊娠初期の産前健診は、出

産までの妊婦の健康状態の管理に非常に重要であると同時に、ガイドライン通りに最低 3
回の産前健診受診を可能とするためにも不可欠であることから、同指標の改善は妊産婦ケ

アの改善を示す指標として有効である。本プロジェクトの成果である母親学級を含む IEC
活動により、地方村落部において妊産婦および家族による産前・産後健診の重要性の認識

が高まったことが、こうした指標の改善に貢献したものと推察される。 
また、巡回診療対象地域の産前健診受診者は、セフロ県 1,812 人、イフラン県 274 人で、

それぞれの県の地方村落部の妊産婦に占める割合は 58％、18％であった。セフロ県では計

画的に巡回診療が実施されていることから、地方村落部の保健センターへのアクセスの悪

い地域の妊婦の産前健診受診率は改善している。イフラン県でも徐々にではあるが、巡回

診療によりカバーされる地域は広がっている。 
 

表 6：パイロット県地方村落部の産前産後健診受診率（2007 年） 

 新規産前健診

受診者の割合 

新規産前健診受診者に占める

妊娠初期*に受診した妊婦の

割合 
産後健診受診率 巡回診療による 

産前健診受診者数 

セフロ県 51％ 58％ 79％ 1,812 人 

イフラン県 54％ 47％ 77％ 274 人 
出所：Ministère de la Santé, “Santé en chiffres”（保健統計）2007 年版および県保健支局提供資料より作成 

 
産前健診受診率が目標値を下回った要因としては、地方村落部では村の中心部から離れ

たところに点在して居住している世帯が多く、妊婦が徒歩で保健センターまで 1～2 時間か

かるというケースも見られ、地方村落部の保健センターや巡回診療場所へのアクセスの悪

さが挙げられる。また、産前健診の重要性は理解していても、悪天候などの条件により受

診が困難な場合があり、阻害要因となっている。 
他方、産後健診は、生後 7 日目の新生児の健診・予防接種と併せて実施されるが、新生

児健診・予防接種が出生登録の条件となっているため受診率が高く、産後健診受診率にも

プラスに作用している。 
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2) 指標 2 
ハイリスク妊娠の定義が 2006 年に変更となっているため、本プロジェクト実施前後での

変化を比較することが困難であるが、事後評価時点でハイリスク妊娠を取り巻く状況を定

性的に勘案すると、指標 2 の達成度はプロジェクトで目指した水準を下回ったものと推定

される。 
根拠としては、地方村落部における産前健診の内容および質が不十分なことが挙げられ

る。産前健診において、身体測定、子宮底測定、子宮音、むくみの確認、内診が行われて

いるものの、血液検査や尿検査といった生化学検査はほとんど実施されていない。これは、

検査体制が整備されていないことに加え、制度的には無料 9であるものの、実際には費用が

必要となる場合もあるためである。また、超音波検査が行える地方村落部の保健センター

も限られていることから、分娩・出産時の異常や合併症を引き起こす可能性を高めること

になる疾病の早期発見の手段が限られている。加えて、妊娠初期に産前健診を受診する妊

婦の割合が改善しているとはいうものの、セフロ県でも 6 割未満と低く、ハイリスク妊娠

の診断が遅れる傾向にあるため、ハイリスク妊娠診断率の高低が、「適正な妊産婦への保健

サービス」の状況を必ずしも的確に反映しているとは言えない状況である。 
 
3) 指標 3 
目標値は下回ったものの、外部要因による影響も見られることから、パイロット両県で

概ね達成されたと判断される。 
指標 3 は、「資格を有する保健スタッフの介助による分娩」とされているが、モロッコで

は、保健センターなどの助産師が自宅に出向いて分娩介助を行うシステムはないため、「県

病院あるいは保健センターにおける介助分娩」、すなわち施設分娩率として検証した（表 7）。 
 

表 7：パイロット県の施設分娩率（2007 年） 

 目標値 
施設分娩率 

県全体 地方村落部 

セフロ県 
70％以上 

55％ 52％ 

イフラン県 60％ 53％ 
出所：Ministère de la Santé, “Santé en chiffres”（保健統計）2007 年版およびパイロット県保健支局提供資料

より作成  

 
本プロジェクトの成果である母親学級等の IEC 活動を通じて、妊産婦ケアにおける施設

分娩の重要性についての理解が、妊婦およびその家族に広まっており、2007 年時点のパイ

ロット県の施設分娩率は、セフロ県 55％、イフラン県 60％であった。セフロ県では地方村

落部における施設分娩率も 54％と県全体の値との差はあまりないが、2004 年時点の 59％か

らは低下している。イフラン県の地方村落部の施設分娩率は 53％と県全体の値とは若干の

差が見られるが、2004 年時点の 44％からは大きく改善している。 
                                                        
9 2008 年に、公的医療施設における施設分娩および周産期ケアに係る検査等が無料化されたが、必ずしも

予算的な裏付けが確保されていないため、医療機関によっては実費を徴収するなど、無料化が徹底されて

いないケースが見られている。 
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前述のとおり、パイロット両県はそれぞれの州都のフェズあるいはメクネスに近接して

いるという地理的要因により、統計上の問題の影響を受けている。パイロット県内の地方

村落部でも、州都への距離が近く、アクセスが良い場合には、正常分娩の場合でも直接州

病院に行き、出産するケースが見られる。セフロ県保健支局によれば、夜間および休日に

は県病院の産科医が不在となるため、フェズに近い地区では正常な場合であってもフェズ

の州病院での分娩を選択するケースが多くなっている。こうした場合、県の統計には顕れ

ず、地方村落部での施設分娩率が必ずしも上がらない構造となっているが、本プロジェク

トの成果により施設分娩の重要性が地方村落部の妊産婦やその家族に認識されるようにな

ってきたことが、州病院での分娩につながっているとも見られる。 
他方、地方村落部の保健センターに併設される分娩施設 10は設備面での問題も指摘されて

いる。分娩施設には調理施設はなく、妊産婦の食事は家族が運ばなければならないが、付

添家族のための宿泊施設もない。したがって、保健センターから遠い場合には不便であり、

家族の負担も大きいため、自宅分娩が選択されるケースも見られている。また、本プロジ

ェクトを通じて、助産師のコミュニケーション能力が向上し、妊産婦やその家族との信頼

関係の構築に改善が見られ、施設分娩の促進が図られた一方、分娩件数に対して助産師数

が十分でない状態が続いている。そのため、分娩介助以外の産前・産後の妊産婦ケアに物

理的に時間を割くことが困難であるケースが多く、施設分娩率の向上を阻害している。 
さらに、経済的な負担も阻害要因として挙げられる。公的施設での分娩は無料 11とされて

いるが、実際には平均で 40 ドル程度の費用（移送、薬品、付添、食事など）が掛かってお

り、地方村落部の世帯には負担となっていることが指摘されている 12。 
 
プロジェクト目標の達成には、一部に課題が残されているものの、プロジェクトの成果

（アウトプット）の貢献により一定の改善が見られることから、分析困難な指標 2 を除い

て、各指標は概ね達成したと判断される。 
 
3.2.2 インパクト 

3.2.2.1 上位目標達成度 
本プロジェクトでは、2 つの上位目標が設定されていたが、本評価では、プロジェクト目

標との因果関係からみて論理的に適切であり、かつ、プロジェクトの貢献が検証可能であ

る下記の上位目標に絞って検証を行った。 
 

プロジェクトに関連する 3 州においてプロジェクトの成果が普及される。 
【指標】3 州すべてにおいて、プロジェクトの枠組みで構築されたシステムが適用される。 

 
上位目標は、達成された。 

                                                        
10 モロッコでは、Maison d’accouchment（お産の家）と呼ばれる。 
11 2005 年 3 月に県病院などの高度医療施設における分娩は有料化されたが、貧困層は支払いを免除されて

いるうえ、地方村落部の保健センターにおける分娩は無料であり、有料化の措置による地方村落部におけ

る施設分娩への影響はほとんどなかったものと考えられる。 
12 WHO による調査。 
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本プロジェクトのカウンターパート（C/P）であった保健省人口局において、本プロジェ

クトの成果が認められ、保健省の妊産婦ケアに係る政策・プログラムに反映されたことか

ら、本プロジェクトの成果の全国展開が図られた。 
具体的には、新任の助産師・看護師の継続教育システムが、2009 年から国レベルで制度

化された。県保健支局の体制により、継続教育の内容・実施状況に相違がみられるものの、

本プロジェクトの成果である新任助産師・看護師向けの継続教育システムは、対象 3 州に

おいてもすべての県で適用されている。 
また、妊産婦向け IEC 活動の一環として母親学級が「リスクなき分娩プログラム」に掲

げられ、全国展開が行われることとなった。実施内容・状況には差異がみられるものの、

モロッコの全県で母親学級の開催実績があり、普及は対象 3 州を大きく超えて行われてい

る。 
上位目標が達成された要因としては、保健省が人材育成や妊産婦等への妊娠・出産に係

る適切な知識の普及に係る本プロジェクトの成果の有用性を認め、政策に反映させたこと

に加え、JICA により対象 3 州への普及を目的とする支援が行われたことが挙げられる。ま

た、JICA による継続支援として、本プロジェクトの総括を務めた長期専門家が 2008 年 3 月

から 2010 年 3 月まで派遣され、各地での指導に当たったことで、本プロジェクトの成果を

根付かせることにつながった。また、同専門家の支援により継続教育の改訂版標準化マニ

ュアルおよび母親学級の開催マニュアルが作成され、その後保健省により配布が行われた

ことも、普及を後押しした。 
 

3.2.2.2 その他のインパクト 
本プロジェクトは、パイロット県のみならず、広範囲にわたりモロッコの地方村落部の

妊産婦ケアサービスに様々な正のインパクトをもたらした（図 1 参照）。 
なお、プロジェクト期間中および事後評価時点において確認された負のインパクトはな

い。 
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PDM

上位目標

プロジェクト目標

アウトプット

受益者の広がり

仏語圏アフリ
カにおける母
親学級の導入

第三国研修
の開催

４．パイロット地域内
の地方村落部における
妊産婦の健康に関する
巡回診療サービスの戦
略が強化されている

1.パイロット県のレベ
ルでの妊産婦ケアに関
わる専門的知識の向上
のための保健職員向け
継続教育システムが確
立されている

パイロット県に
おける継続教育の
実施能力の向上

パイロットの成果がプ
ロジェクト対象3州に
普及される

パイロット県の地方村落
部の看護師および助産師
の妊産婦ケアに関わる専

門的知識の向上

妊産婦・女性の産
前・産後健診の受
診に関する意識の

向上

妊産婦・女性の妊
娠・出産に関する

知識の向上

パイロット県
地方村落部の巡回
診療サービスの実

施能力の向上

妊娠出産に係
る知識および
健康管理への
理解の向上

女性の
健康手帳
の普及

2.地方村落部における
妊産婦の健康に関する
県保健支局の実施計画
能力が強化されている

3.地方村落部における
妊産婦の健康に関する
情報・教育・コミュニ
ケーション（IEC)によ
る活動プログラムが強
化されている

パイロット県地方
村落部の保健セン
ターにおけるより
よいIEC（母親学
級）活動の実施

保健省、対象州保
健支局の母子保健
に係る行政能力の

向上

パイロット県の地方村落部に
おけるハイリスク出産に関す

るリファラルの改善

母親学級の
展開

新任3年まで
の助産師・看
護師の継続教
育の制度化

パイロット県の地方
村落部の医療スタッ
フのハイリスク出産
に関する診断能力の

向上

県病院と保健セ
ンターの連携の

強化

パイロット県（セフロ
県とイフラン県）の地
方村落部のリプロダク
ティブエイジの女性に
適切な保健サービスが
提供されている

C/P

保健省人口局

パイロット県保健支局

対象州保健支局

パイロット県
医療・保健
スタッフ

直接受益者

パイロット県の妊産
婦・リプロダクティブエ

イジ女性

間接受益者

全国の保健セ
ンタースタッフ

間接受益
者

全国の妊産
婦

間接受益者

仏語圏

アフリカ諸国

 

図 1：本プロジェクトの成果によるインパクトのロジックモデル 

 
1) 帰国研修員による母親学級の導入と全国および第三国への普及 
前述のとおり、本プロジェクトに先立って実施された国別研修の帰国研修員の発案と本

プロジェクトによる支援がモロッコにおける母親学級の開始につながり、その後の全国展

開へとつながった。 
本プロジェクトの実施中に、パイロット県の県病院レベルでの母親学級の開催が定着し、

2007 年 6 月には保健センターレベルでの試験的な開催が行われた。その後、妊産婦および

その家族に出産・分娩に関する知識を普及するとともに、産前・産後健診受診の促進、施

設分娩の促進を働き掛けるツールとしてその成果が大きいことから、他県・他地域でも母

親学級を開催する保健センターが増加した。こうした状況から、プロジェクト完了後には、

「リスクなき分娩プログラム」に母親学級の全国展開が組み入れられ、モロッコ全県で開
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催されるまでに至っている。 
また、終了時評価において提案されていた第三国研修が、本プロジェクトの成果を活用

した仏語圏アフリカ諸国への支援として、本プロジェクト終了後の 2008 年 2 月から 2010
年 3 月にかけて第三国研修「母子保健」として実施された。この中で研修員に対し本プロ

ジェクトの成果が紹介され、研修員によりベナン、ブルキナファソおよびセネガルにおい

て母親学級が導入された。 
 

コラム：母親学級の導入と普及に見る技術協力スキームの連携による効果 

モロッコに母親学級が導入されるきっかけは、本プロジェクトに先立って実施された国別研修の帰国研修員

による提案であった。これにより、本プロジェクトの対象州にあるメクネス県で初めて母親学級が開催された。本

プロジェクトで実施された本邦研修に派遣された C/P にも母親学級の妊産婦ケアの強化における重要性が認

識され、本プロジェクトで IEC活動の一環として支援が行われることとなった。パイロット県の一つであるイフラン

県では 2006 年 2 月に初めて県病院で開催され、セフロ県でも 2007 年から開催された。その後、保健センター

レベルで試験的に開催され、他県、他地域にも広がった。さらに、保健省において母親学級の有効性が認めら

れ、「2008-2012 年リスクなき分娩プログラム」の活動に盛り込まれ、モロッコ全県での開催に至った。 

母親学級の全国展開については、本プロジェクトでの開催支援に加え、メクネス県のシニアボランティア派遣

（本プロジェクト実施中）、青年協力隊派遣（本プロジェクト終了後：母親学級支援のための助産師）、短期専門

家派遣、本プロジェクトの成果の普及を目的として実施された長期専門家派遣（「地方村落母子ケア改善」、「継

続母子ケア改善」および現地国内研修（「エルラシディア母子保健ケア改善支援」）といった様々なスキームによ

る支援やフォローアップが、非常に役立った。また、本プロジェクト後に実施された第三国研修（「母子保健」）で

は、本プロジェクトの C/P が講師を行い、仏語圏アフリカ諸国の妊産婦ケアに係る人材育成に貢献するととも

に、ベナン、ブルキナファソ、セネガルにおける母親学級の導入のきっかけとなった。 

モロッコにおける母親学級の事例は、対象国のニーズに合致した有効性の高い技術協力の成果を、様々な

スキームの連携による支援・フォローを行うことで全国へ、さらには仏語圏アフリカの第三国への普及を可能と

し、技術協力のインパクトを高めたグッドプラクティスといえる。 

この母親学級の事例を教訓に、より戦略的な展望をもったプログラム的な視点による効果的な技術協力が

期待される。 
 

 
 

 

JICA の支援で開発された母親学級の教材 イフラン県 Sidi Addi 保健センターでの 
母親学級 
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2) 妊産婦の健康の重要性に対する認識の広がり 
コミュニティレベルでは、IEC活動により産前健診の重要性についての理解が徐々に広ま

り、イスラム社会の慣習として女性（特に妊婦）の外出を好まない風潮がある中で、妊婦

の夫や姑の間に産前健診や母親学級への参加を奨励する動き 13が見られるようになった。ま

た、後述の通り女性の健康手帳の持参が母親学級の参加の条件とされ、母親学級の際に産

前健診が行われるようになっていることが、妊産婦の健康管理に関する知識の普及にもつ

ながっている。 
 
3) 女性健康手帳の普及 
女性健康手帳（Carnet de Santé de la Femme）は、2003 年に本プロジェクトに先立つ国別

研修に参加した帰国研修員が日本の母子手帳に着想を得て発案し、国連人口基金（UNFPA）

による資金支援を受けて作成された。その後、各地の女性団体等による普及活動が行われ、

また、妊婦の健康管理のための女性健康手帳の重要性をアピールする保健省によるキャン

ペーンが行われ、全国レベルでの普及が図られている。 
本プロジェクトは、女性健康手帳の普及を目的とした活動を重点に行ったものではない

が、パイロット県の妊産婦の健康管理に重要な産前・産後健診の受診率向上に向けて、母

親学級を中心とする IEC活動を行い、その中で女性健康手帳を活用した健康管理を図った。

その後、JICA によるフォローアップ活動でも同様の取組が行われ、現在では多くの地域で

母親学級および産前健診に女性健康手帳を持参することが義務付けられるようになり、普

及が進んでいる。 
 
4) 県病院と地方村落部の保健センターとの連携の強化 
本プロジェクト実施中には、症例検討会が県病院の産科施設で定期的に開催されるよう

になり、症例に関する診断、ケアおよび問題等を産科スタッフで検討する機会が設けられ

た。また、症例検討会には、地方村落部の分娩施設の関係者も参加するようになったこと

から、県病院と地方村落部の施設との連携が改善された。 
事後評価時点では症例検討会はイフラン県では継続されていることが確認された。また、

県病院で実施されている継続教育研修が、県病院の産科医および助産師と地方村落部の保

健施設の助産師・看護師とのネットワークを強化する機会となっており、症例に関する問

い合わせやリファラルを円滑に行える体制に向けた取組が行われている。 
 
5) カウンターパートによる人材育成 
本プロジェクトを通じて能力を向上させた C/P により、モロッコ国内外の妊産婦ケアに

従事する人材の育成が図られた。もっとも顕著な例としては、「エルラシディア県母子保健

ケア改善計画支援」での現地国内研修や第三国研修「母子保健」の妊産婦ケアに係る研修

において、C/P が講師を務め、モロッコ国内および仏語圏アフリカ諸国の妊産婦ケアに従事

する人材の育成に貢献したことが挙げられる。 
この他、事後評価におけるアンケート調査および現地踏査の結果、C/P の多くが、本プロ

                                                        
13 例えば、事後評価の現地調査で視察した母親学級でも、姑が妊婦と一緒に参加しているケースも見られ

た。 
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ジェクトで学んだ知識を職場等に普及し、自らの業務に活用するとともに、組織の改善に

役立てていることが確認された。 
 
6) 予防保守の導入による妊産婦ケアの質の改善 
本プロジェクトにおいて、医療機材管理計画の短期専門家が投入され、パイロット県の

医療施設の機材保守管理手順および方法に対する指導、県保健支局の機材担当者および保

健センターの医療機材使用者に対する保守管理・医療機器の点検方法の指導が行われた。

これにより、予防保守が実施され、特に保健センターにおける医療機材の故障の減少およ

び稼働率（使用できる状態の維持）の改善につながった。 
なお、本プロジェクトに先立ってパイロット県の地方村落部の保健センターを対象とし

て、施設・機材を供与する無償資金協力（「地方村落妊産婦ケア改善計画」2001 年度および

2002 年度）が実施された。これらの対象施設の関係者に対しても本プロジェクトによる支

援が行われたことから、施設・機材の改善に加えて医療器材使用者の保守管理の能力向上

が図られ、医療機材の適切な使用による産前・産後健診や分娩介助の質の向上をもたらし

た。 
 
本プロジェクトの実施により、プロジェクト目標として掲げられたパイロット県の地方

村落部の妊産婦ケアサービスの改善は概ね達成され、また、上位目標については、新任助

産師・看護師の継続教育モデルおよび IEC 活動の母親学級のモデルの普及が対象 3 州を超

えて全国展開が図られており、計画通りの効果発現が見られることから、有効性・インパ

クトは高い。 
 

3.3 効率性（レーティング：②） 
3.3.1 投入 
本プロジェクトの投入計画および実績は、表 8 の通りである。 
 

表 8：投入計画および実績 

投入要素 計画 実績（終了時） 

日本側 

1. 専門家派遣 長期： 2 名 x 3 年（72 人/月） 長期： 合計 5 名（72 人/月） 

短期： 5 人以上 短期： 9 人（5.87 人/月） 

2. 研修員受入 42～45 人 48 人 
1 億 629 万円 

3. 第三国研修 なし なし 

4. 機材供与 金額についての記載なし 3,784 万円 

5. 現地業務費 記載なし 7,156 万円 

6. その他（含む、調

査団員派遣） 金額についての記載なし 1,367 万円 

総額 約 2 億 7,000 万円 約 3 億 6,598 万円 
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投入要素 計画 実績（終了時） 

モロッコ側 

1. カウンターパート

配置 
12 人 36 人 

2. 施設提供 - JICA 専門家用事務所 
- プロジェクト用施設・設備 
- 事務用家具・事務用品（負担比率等の

記載なし） 

- JICA 専門家用オフィススペース 
- プロジェクトオフィス（含む電気代） 
- 事務用家具・事務用品（負担比率等の

記載なし）  

3. 運営・経常費用

並びに維持管理

費 

金額についての記載なし カウンターパートの給与、出張時の日当

他、巡回診療車両のガソリン代。2007 年か

らは、県病院での継続教育に係る費用の

一部（昼食代） 

総額 - - 
出所：“Record of Discussion between JICA and the Ministry of Health of the Kingdom of Morocco on the Technical 
Cooperation Project for Improvement of Maternal Health Care in the Rural Area” (2004年 11月), 国際協力機構「終
了時評価報告書」（2007 年 6 月）及び国際協力機構「プロジェクト完了報告書」（2007 年 11 月）より調査
団作成 

 
3.3.1.1 投入要素 

1) 日本側 
【専門家派遣】長期専門家については、投入量は計画通りであったが、配置については

当初計画より変更があり、プロジェクトの実施の一部に影響を及ぼした。 
当初計画では、本プロジェクトの主たる活動である「継続教育」と「母子保健」の 2 名

の体制での投入が予定されていた。しかし、「継続教育」については派遣が遅れたうえ、任

期に伴う専門家の交代があり、さらに後任の専門家も任期前の帰国となったため、投入量

は当初予定を大幅に下回った。終了時評価において、「継続教育」の専門家の派遣の遅れは、

仏語でコミュニケーションできる専門家の確保が困難であったためであり、結果として継

続教育に関わる活動に大幅な遅延が生じたことが指摘された。 
こうした問題に加え、本プロジェクトは、2 つのパイロット県の県保健支局を中心に活動

するデザインであるものの、これらの保健支局に加え、保健省人口局および対象州の州保

健支局とも連携・調整を図っていく必要も認識されたため、プロジェクト全体を統括し、

調整する専門家が必要となった。そこで、実施期間の後半から、「プロジェクト総括」が加

わり、3 名の体制とされた。「プロジェクト総括」には、2005 年 11 月まで保健省人口局に

JICA 専門家「保健省アドバイザー」として配属されていた人材を登用し、プロジェクトの

より円滑で効率的な実施を目指して体制の強化が図られた。 
短期専門家については、保健行政および継続教育は予定通り派遣が行われた。残りの 2

つの分野（公衆衛生、ジェンダー）の派遣は行われず、本プロジェクトの必要に応じて「妊

産婦ケアシステム」、「看護教育」、「看護教育（母性）」、「地域保健」、「助産師教育」、「周産

期疫学」、「医療機材管理計画」が派遣された。 
短期専門家の派遣は、国別研修の受入先である日本赤十字九州国際看護大学からの人材

が中心となっており、「継続教育」、「看護教育」および「地域保健」は同大学の専門家が派

遣された。特に、「看護教育」は同一の専門家が 3 回にわたり派遣され、継続教育プログラ

ムの改善に大きく貢献し、長期専門家の投入の不足を補ったことが、終了時評価により確

認されている。 
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【研修員受入】研修員受入の実績は、ほぼ計画通り行われた。 
具体的には、中央レベルの保健行政官を対象とする「保健行政」、地方レベルの保健行政

官を対象とする「地方保健行政」、本プロジェクトの活動に関わる医療・保健スタッフを対

象とする「妊産婦ケア改善」、また、パイロット県で継続教育を担当する県病院助産師を対

象とする「継続教育」の 4 つのコースによる研修員受入が実施された。それぞれのコース

に派遣された研修員は、職務及びプロジェクトでの役割に鑑み、適切な人材であったと判

断される。なお、「地方保健行政」および「妊産婦ケア改善」については、パイロット県の

成果を対象 3 州に普及することを念頭に、パイロット県だけでなく、対象州の州保健支局

長及び他の県保健支局長や、医師、助産師、看護師といった妊産婦ケアに関わる保健・医

療スタッフも派遣された。 
 
【機材供与】日本側により供与された主な機材は継続教育の活動のための妊産婦ケアに

関わる分娩監視装置や超音波診断装置、分娩用セットなどの器具類のセット、巡回診療用

の車両、IEC 活動のための関連機材（巡回診療車両付属）であった。供与先は、継続教育用

の医療用機材・器具類は、継続教育を行うパイロット県の県病院、対象州の州病院、ラバ

トにある専門大学病院である。巡回診療車両および付属の IEC 関連機材については、パイ

ロット県保健支局および対象州であるグルミン・スマラ州のタタ（Tata）県およびグルミン

（Guelmim）県の県支局に供与された。 
 
【現地業務費】現地業務費の内訳は、継続教育に係る研修実施のための費用（旅費、謝

金等）が 6 割近くを占めている。なお、2007 年以前は、県病院における継続教育に係る費

用の一部（参加者日当・交通費）も負担していた。 
 
2) モロッコ側 
【カウンターパート配置】計画段階では、モロッコ保健省人口局、パイロット県である

セフロ県及びイフラン県の県保健支局及び県病院、対象州であるフェズ・ブルマン州、メ

クネス・タフィラレット州およびグルミン・エスマラ州の州保健支局の担当者計 12 人が、

C/P として配置される予定であったが、実績としては、保健省関係者 9 人、セフロ県関係者

14 人、イフラン県関係者 9 人、対象州関係者 4 人の計 36 人が配置された。 
当初計画よりも C/P の人数が増加した理由として、主要な関係機関の責任者を中心とし

た C/P の配置に加えて、本プロジェクトの具体的な活動の実施に必要な担当レベルの配置

がなされたことが挙げられる。特に、本プロジェクトのアウトプット 1「パイロット県にお

ける継続教育システムの確立」のため、各パイロット県の県保健支局及び県病院の関係者

がワーキンググループとして配置された。 
 
【施設・機材】計画通り、提供された。 
 
【運営費】終了時評価によれば、C/P の給与、出張時の日当他、巡回診療車両のガソリン

代をモロッコ側が負担した。また、2007 年からは、県病院での継続教育に係る費用の一部

（昼食代）が県保健支局の予算から支出された。 
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3.3.1.2 協力金額 

協力金額は、計画を上回ったが、全体としてアウトプットの産出のために必要な投入が

行われたことが確認されており、妥当なものであった。 
協力金額が計画を上回った要因の一つは、JICA 全体の国別研修見直しの方針に沿って、

国別研修「地方村落妊産婦ケア改善」（2002 年度～2006 年度実施）および「地方保健行政」

（2004 年度～2006 年度実施）を、2005 年度から本プロジェクトの投入要素と見なすことと

され、これら国別研修の予算が本プロジェクトの予算に計上されたことである。 
また、機材供与及び現地業務費については、計画段階で金額が明示されておらず、協力

金額の予算額が適切であったかについては確認できていないものの、それぞれの投入要素

はアウトプットの産出に必要であったと認められる。 
 

3.3.1.3 協力期間 
協力期間は、計画どおりであった。 
 
以上より、本プロジェクトは、成果の産出に対し投入要素が適切であったものの、協力

金額は計画を上回り、また、一部の投入要素に不足がみられたため、効率性は中程度であ

る。 
 

3.4 持続性（レーティング：③） 
3.4.1 政策・制度面 
妊産婦ケア向上に向けた国としての戦略・取組が明確に示されており、全国レベルでの

展開がすでに行われていることから、本プロジェクトでモデルとして確立された成果およ

びその効果の政策・制度面での持続性は高い。 
本プロジェクトが終了した 2007 年に、「保健：ビジョン 2020 年（Santé: Vision 2020）」（以

下、ビジョン 2020 年）という長期戦略が打ち出され、国際的な開発目標である「ミレニア

ム開発目標（MDGs: Millennium Development Goals）」の妊産婦死亡率低下への長期的な取組

が改めて示された。中期的な取組としては、2008～2012 年の 5 ヵ年を対象とする「妊産婦

および乳児死亡削減の促進に向けた行動計画（Plan d’Action pour Accelerer la Reduction de la 
Mortalité Maternelle et Infantile）」（以下、「妊産婦死亡削減促計画」）において妊産婦死亡率お

よび死亡件数の削減目標が掲げられ、「リスクなき分娩プログラム」ではそれを達成するた

めの産前・産後健診や施設分娩など妊産婦ケアの向上に係る目標が示されている。 
 

表 9：妊産婦死亡および妊産婦ケアに係る政策目標（2012 年目標） 

妊産婦死亡削減計画 リスクなき分娩プログラム 

 妊産婦死亡率：10 万出生当たり 50 人 

 妊産婦死亡件数：年間 300 人 

 産前健診受診率：80％ 

 産後健診受診率：80％ 

 施設分娩率：90％ 

 帝王切開率：7％ 

 
本プロジェクトの成果に関連する政策・制度は、表 10 のとおり。 
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表 10：本プロジェクトの成果に関連する政策 

新任助産師・看護師の継続教育 IEC 活動の強化 巡回診療の強化 

 ビジョン 2020 年：保健医療スタッフの

能力向上（助産師を含むパラメディカ

ルの研修開発） 

 妊産婦死亡削減計画：助産師の研修機

会の倍増 

 リスクなき分娩プログラム：妊産婦へ

の応対・コミュニケーション技術に係

る分娩施設職員の研修 

 リスクなき分娩プログラ

ム：母親学級の普及 

 保健行動計画：地方村落

部における産科救急に関

する IEC の取組 

 保健行動計画：巡回診療

による高リスク妊娠の予

防・検診（血液検査を含

む産前健診を義務付け） 

 
新任助産師・看護師の継続教育による能力強化については、2009 年から新任の助産師・

看護師を対象として、県病院での 1 か月の研修が行われ、2 年目以降は毎年 1 週間の継続教

育研修を行うことが制度化されており、県病院の産科医による地方村落部の保健センター

の助産師・看護師への訪問指導等も取組みとして挙げられている。 
また、IEC活動の強化については、「リスクなき分娩プログラム」の具体的な活動として、

「母親学級」の普及に向けて、6 県 14における経験の評価、エルラシディア県での「母親学

級」の導入及び本プロジェクト対象 3 州への普及が掲げられた。 
巡回診療の強化に関しては、「保健行動計画 2008～2012 年」の基本方針の中でアクセス

が困難である地域をカバーできるよう戦略の見直しが行われている。 
なお、施設分娩に関しては、プロジェクト実施中の 2005 年 3 月に、県病院を含む高度医

療施設における分娩の有料化措置が導入されたが、2008 年には再び無料化されている。ま

た、地方村落部では遠隔地でかつ交通の便の悪さから、分娩施設までのアクセスが困難で

ある妊婦が多いが、出産前から分娩施設の近くで待機できる「お産を待つ家」15ができた地

域では、施設分娩を促している。 
 
3.4.2 カウンターパートの体制 

3.4.2.1 行政機構 
本プロジェクト終了後、機構上の変更は行われておらず、保健省内での責任分担・役割

等にも変更はない。母子保健サービスに関する行政は人口局の管轄であり、政策・プログ

ラムの立案・予算策定は計画・財務局、保健施設の機材の維持管理に関しては機材・維持

管理局が所管している。また、保健省は州および県保健支局を所管し、県保健支局が県レ

ベルの具体的な保健医療プログラムや年間計画の策定・実施、および保健サービスの監理・

調整を行っている。したがって、本プロジェクトの成果の普及に向けた国レベルの保健プ

ログラムへの反映・実施は保健省の責任であり、その具体的な取組は県保健支局によって

行われている。 

                                                        
14 セフロ県およびイフラン県を含む 
15 「お産を待つ家」（Dar AL Oumouma）は、INDH による予算と UNICEF 支援（2002～2006 年フレームワ

ークプログラムにより、パイロットとして 4 か所の建設を支援）により整備され、運営および資金負担は

地元のコミュニティが行っている。 
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保健省レベルでは、本プロジェクト

の中心的な C/P の人口局長が本プロジ

ェクト終了後に交代し、プロジェクト

の成果の普及には若干の影響が見られ

たものの、人口局の核となる職員に異

動はなく、実務レベルでの体制は基本

的に維持されている。また、県レベル

では、パイロット県保健支局の支局長

に異動はあったが、職員レベルでは異

動はなく、ほとんどの C/P は勤務を継

続している。プロジェクト期間中に構

築された、継続教育、IEC および巡回診

療に係る組織上の運営体制にも変更は

なく、実施体制に問題は見られない。 
 

3.4.2.2 妊産婦ケアに関する医療サービス体制 
地方村落部の妊産婦ケアに係る施設としては、地方保健センターが設置されている。保

健センターには一般医および助産師あるいは看護師が配属されているが、分娩施設はない

ため、産前・産後健診や一般的な受診、母親学級や家族計画など IEC 活動のみが行われて

いる。 
地方村落部で利用できる公的分

娩施設は、保健センターに併設され

る分娩施設である。分娩には、助産

師あるいは産科看護師のみが配属

されており、産科医が配属されてい

るのは県病院以上の高度医療施設

のみである。そのため、保健センタ

ーの分娩施設で取り扱えるのは通

常分娩のみである。複雑分娩や緊急

時には、保健センターに勤務する一

般医の診断、あるいはリファラル病

院（県病院あるいは州病院）の産科医に指示を仰いで搬送を行う体制となっている。なお、

地方村落部での施設分娩を促進する目的で、分娩施設の近くで待機できる「お産を待つ家」

の整備が進められている 16。 
 

                                                        
16 現在では、パイロットで建設された 4 か所に加え、30 か所の「お産を待つ家」がある。 

出所：モロッコ保健省ウェブサイト

（http://srvweb.sante.gov.ma/）より抜粋 
 

図 2：保健省組織図（抜粋） 

出所：調査団作成 
 

図 3：妊産婦ケアに係るリファラル体制 
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本プロジェクト終了後、パイロット県の地方村落部の分娩施設付保健センターの件数に

変化はなく、また、県病院に配属されている産科医の人数は、セフロ県では 1 名減、イフ

ラン県では変更はない。他方、県全体に配属されている助産師・産科看護師数は増加して

いる（表 11 参照）。したがって、本プロジェクトの効果である母親学級の開催や産前産後健

診の普及、施設分娩の普及を維持するための体制は維持されている。 
 

表 11：パイロット県の妊産婦ケアサービスの体制 

 2007 年 2011 年 

セフロ県 イフラン県 セフロ県 イフラン県 

産科医 3 人 2 人 2 人 2 人 

助産師・産科看護師 35 人 32 人 43 人* 51 人* 

地方村落部の分娩施設 6 件 6 件 6 件 6 件 
出所：パイロット県保健支局提供資料より作成 
注：2011 年の助産師・産科看護師の数は、セフロ県は 2010 年、イフラン県は 2009 年のデータによる。 

 
しかし、モロッコでは全国的に、施設分娩数に対し産科医および助産師が不足している

状態が続き、産科医および助産師の双方への負担が大きく、適切なリファラル体制の運営

に問題があることが認識されている。早く分娩を進めたい助産師の無理な処置（陣痛促進

剤の過剰投与など）による緊急事態の発生に伴う県・州病院への移送や、逆に助産師・看

護師の能力不足や不十分な状況把握が原因の不必要な移送が見られる。一方で、予算の制

約などで県病院の産科医の不足がすぐには実現されない状況で、県病院の産科医の負担も

重くなっている。したがって、更なる妊産婦ケアの質の向上には、人員配置や勤務ローテ

ーション等に改善の余地が見られる。 
 
3.4.3 カウンターパートの技術 
本プロジェクトを通じて能力向上が図られた人材が勤務を継続しており、本プロジェク

トの成果・効果の持続性を確保するための技術的水準は、全体として維持されている。ま

写真 2：イムゼー保健センターの敷地

内に建設された「お産を待つ家」で、

出産を待つ妊婦と家族 

写真 1：セフロ県イムゼー（Immouzer）
分娩施設付保健センター。 

第 1 次無償で建設 
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た、C/P の中には、本プロジェクトにより獲得した知識・技能により業務改善に取り組んで

いる者もいるほか、国内の研修講師となるなどパイロット県内のみならず、他県・他地域、

さらには第三国研修を通じて仏語圏アフリカ諸国の人材育成に貢献している。 
持続性に関わる技術面の要因は、表 12 のとおり。 
 

表 12：持続性に関わる技術的要因 

 継続教育  国レベルの継続教育の講師は大学病院の産科医等が務めており、知識・技術

レベルは非常に高く、各県の医療スタッフへの指導には問題は見られない。 

 県レベルでは、パイロット県においてはすでにシステムが確立しており、本

プロジェクトで講師として育成された県病院助産師が勤務を継続し、新任助

産師の指導にあたっている。 

 IEC（母親学級）  本プロジェクトの本邦研修に参加した県保健支局や県病院の C/P により、日

本の母親学級に関する知識・技能が学ばれ、パイロット県における母親学級

の企画・運営実施を行う能力が獲得されている。 

 パイロット県内の保健センターの助産師・看護師に対する母親学級実施のノ

ウハウの移転が行われている。 

 C/P の一部は、JICA の支援による現地国内研修や第三国研修の講師として、

他地域や仏語圏アフリカ諸国の助産師への指導を行っている。 

 巡回診療  パイロット県においては、本プロジェクトの C/P として活動していた SIAAP
医師長、看護師長、助産師等が巡回診療を継続して実施しており、必要な技

術的水準は維持されている。 

 機材管理  県保健支局には医療技師が配属されており、医療施設・機材の基本的な維持

管理は対応可能。 

 医療技師で対応できないレベルの修理は、契約している代理店を通じて行っ

ている。 

 セフロ県では県保健支局の医療技師による、助産師向けの医療機材メンテナ

ンス研修を実施。予防管理能力の維持が図られている。 

 
特に、助産師・看護師による母親学級の実施・運営能力の向上にあたり、本プロジェク

トおよびその後続の支援において、関連のマニュアルや教材キットが整備されたことで、

技術面における持続性を高める要因となった。また、パイロット県や第二次無償資金協力

の対象県に、母親学級開催支援を目的として青年海外協力隊（助産師）が派遣され、各保

健センターを巡回して指導にあたっており、母親学級の質の維持・改善が図られている。

他方、全国レベルでみると、実施者によって内容・質にばらつきがみられるところ、質を

伴った母親学級の普及には、本プロジェクト及びその継続支援を受けていない県における

人材育成・能力向上に課題が残されている。 
 
3.4.4 カウンターパートの財務 
保健省の予算（表 13）は、人件費や機材費に係る経常予算と病院等の施設整備向け投資

予算に分かれる。予算全体の 80％以上が経常予算であり、投資予算は 20％未満である。経

常予算のうち、人件費が 50％以上を占めている。人件費については、県保健支局および県

レベルの公的医療機関の職員の人件費も含まれており、保健省が直接負担している。 
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保健省の政府予算全体に占めるシェアは低下傾向にあるものの、人件費は 2007 年および

2009 年に大幅に伸びている。これは、医療サービス需要に対して不足している医療スタッ

フを拡充するために公的医療施設における人員配置を拡大したことによるものである 17。本

プロジェクトのパイロット両県でも、産科医の配置には変化はなかったものの、助産師・

看護師の配置人数は増加しており、人員確保に関する財務的な一定の持続性は確保されて

いると判断される。 
なお、県保健支局の具体的な予算は確認できていないものの、国レベルの政策に掲げら

れた妊産婦ケアに係る継続教育、IEC 活動および巡回診療の活動は継続されており、財務的

な手当は確保されているとみられる。 
 

表 13：保健省予算 
単位：百万 DH 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

経常予算 4,325 4,224 4,480 5,053 4,916 6,062 6,828 8,249 8,668 9,098 

人件費 3,404 3,289 3,445 3,973 3,686 4,647 4,387 5,404 5,768 6,118 

資機材費 921 935 1,035 1,080 1,230 1,415 2,441 2,845 2,900 2,980 

投資予算 858 965 1,015 1,165 1,165 1,312 1,312 1,543 1,797 1,798 

予算合計 5,183 5,189 5,495 6,218 6,081 7,374 8,140 9,792 10,465 10,896 

出所：保健省提供資料 

 
3.4.5 効果の持続状況 
パイロット県両県において、プロジェクトによって確立された継続教育システム、母親

学級を中心とする IEC 活動、巡回診療に係る活動は、質の面で課題がありながらも継続さ

れている（図 4）。 
これらの成果は、前述のとおり、2008～2012 年を対象とする保健行動計画等の保健省の

政策・プログラムに盛り込まれ、全国レベルでの普及・展開が行われていることから、少

なくとも 2012 年までは重点的に取り組まれることが見込まれる。 
 

 

                                                        
17 人員配置は、分娩件数など需要に応じて行われていないため、地域間で不均衡が生じている。 
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図 4：本プロジェクトの成果の持続状況 

 
以上より、本プロジェクトは、政策制度面、カウンターパートの体制、技術、財務状況、

いずれも問題なく、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は高い。 
 
 

4. 結論及び教訓・提言 
4.1 結論 
本プロジェクトは、モロッコの地方村落部における妊産婦ケア改善のニーズを十分に踏

まえており、妥当性は非常に高い。本プロジェクトでは、2 つのパイロット県における活動

により成果の産出が試みられたが、一部の投入に不足があったため、効率性を若干減じる

こととなったものの、実践可能なモデルの構築というアプローチがとられたことから、有

効性、インパクトともに高く、高い持続性も維持されている。特に、本プロジェクトに関

連して導入された母親学級もたらしたインパクトは特筆に値する。 
以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。 
 

4.2 提言 
4.2.1 カウンターパートへの提言 

【助産師・看護師教育内容の充実と継続教育との連携】 
本プロジェクトで導入された新人助産師・看護師向けの継続教育プログラムにより、地

方村落部の保健センターに勤務する経験の浅い助産師・看護師の能力強化の体制が向上し、

妊産婦ケアの改善がみられつつある。しかしながら、高リスク妊娠へのケアの向上に向け

ては、産前健診の内容・質には改善の余地が大きい。助産師・看護師学校における基礎的

な知識・技術の習得を徹底したうえで、それを強化するための実地訓練として継続教育を

実施できるよう連携することが求められる。 
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【母親学級の質の向上による妊産婦の健康管理の強化】 
本プロジェクトおよびフォローアップ支援により、標準化された教材と開催マニュアル

が作成され、モロッコの全県で母親学級が開催されるようになっているが、本プロジェク

トのパイロット県でも、施設ごとに実施者（助産師・看護師）の経験、知識、技能によっ

て内容・質に差異が見られた。 
産前・産後健診の効果を高めるためには、妊産婦およびその家族の健康管理への認識・

理解の向上が不可欠であり、栄養指導や妊娠中の異常の発見・対処の仕方など、より実践

的な内容を反映した標準化された教材・マニュアルに沿った母親学級の実施が求められる。 
 

【現地国内研修の継続による継続教育モデルおよび母親学級の普及】 
本プロジェクトの成果である継続教育モデルおよび母親学級の普及を行うには、政策に

盛り込まれただけでは不十分であり、核となる人材への研修を継続的に行い、知識・技能

の現場レベルへの普及に取り組んでいくことが不可欠である。JICA の支援による現地国内

研修により、研修プログラムの内容や方法は示されていることから、これをベースにモロ

ッコ保健省自らが普及のための研修を継続して実施していくことが求められる。 
 

【ボトムアップによる現場レベルで役に立つ施策の実施】 
本プロジェクトによる母親学級の導入・普及の事例から、現場での指導や活動を行う立

場の人材が日本の具体的な事例を直接学ぶことで、モロッコの妊産婦ケアの向上に活用で

きるシステムを取捨選択し、モロッコに移転可能であることが検証された。 
妊産婦ケアに係る本邦研修の帰国研修員は、すでに 100 名を超えており、彼らが日本で

経験したことの中から、モロッコの妊産婦ケアの向上・改善に活かせる施策を発案できる

ものと期待される。母親学級の例をモデルとして、今後もこうした技術の積極的な普及を

図ることが求められる。 
 
4.2.2 JICAへの提言 

【本プロジェクトの成果の全国展開への支援としてのフォローアップ支援の継続】 
本プロジェクトの成果の普及のため、すでに JICA によるフォローアップの支援が行われ

ているが、モロッコ側では MDG の妊産婦死亡率の削減の達成に向け、対象州のみならず、

全国への普及が図られていることから、全国展開への更なる支援が望まれる。 
保健省レベルでは、継続教育プログラムや母親学級の有用性が認識されているものの、

これを実施する県保健支局のレベルでは、必ずしも実施すべき内容が適切に理解され、実

践されるまでには至っていない。したがって、2015 年の MDG の達成をめどに本プロジェ

クトやその後の継続支援を受けていない県保健支局を中心に、これら県保健支局が適切に

実施できる体制整備に向け、JICA の多様なスキームを活用した支援が求められる。 
 

4.3 JICAへの教訓 
【本邦研修の戦略的な活用と帰国研修員を核としたプロジェクトの実施】 

本プロジェクトでは、開始以前から本邦研修が実施され、保健省内に日本の妊産婦ケア

や関連する人材育成への理解が醸成されていた。また、国内協力機関が短期専門家の派遣
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も行ったことで、本プロジェクトの展開と一体化した内容の本邦研修プログラムの提供、

現地における指導が可能となり、研修効果が高められた。さらに、異動の少ない県保健支

局レベルの人材への研修は、現場レベルでの実践に結びつけ、定着させることを可能とし、

母親学級の全国展開などのインパクトの発現や本プロジェクトの持続性を確保する要因と

なったと考えられる。 
以上より、技術協力プロジェクトの効果を高め、持続性を確保するには、研修の効果的

な活用とそれにより育成された帰国研修員を核とする計画・立案、実施がカギであるとい

える。 
 

【戦略的な展望を踏まえたプログラム的視点による長期的な支援】 
本プロジェクトは、2001 年度および 2002 年度に実施された無償資金協力「地方村落妊産

婦ケア改善計画」の実施で把握された地方村落部における妊産婦ケアの課題に対応する技

術協力として実施された。上述のとおり、本プロジェクトに先立って本邦研修が実施され、

プロジェクトで導入されるシステム・概念への理解が促進されていたことが、円滑なプロ

ジェクトの実施に結びついた。 
また、モロッコの妊産婦ケア体制・実情に精通し、長期にわたり支援に携わってきた専

門家が、本プロジェクトの実施を側面から支援しプロジェクト、また、プロジェクトの後

半からは総括としてプロジェクトの内部から実施に関わり、さらにプロジェクト完了後に

は成果の普及を目的とするフォローアップを行ってきたことが、プロジェクトのインパク

トの発現および効果の持続性に貢献している。限られた時間・投入では導入されたモデル

を広範囲に展開・普及させることは困難であるが、現地事情に精通した専門家が核となり、

戦略的に人材育成、プロジェクト形成に関与し、さらに実施・フォローアップを行うこと

でプロジェクトの効果を高め、かつ持続性を確保することが可能となることが本プロジェ

クトにより検証された。 
そうした核となる専門家の継続的関与により結果的にプログラム的視点による支援のグ

ッドプラクティスとなった本件を踏まえ、技術協力の効果をより高めるために、JICA の様々

なスキームの利点を活用し、タイムリーな支援を行うための戦略的アプローチが求められ

る。 
 

【複数のパイロット地域設置によるモデルの構築】 
本プロジェクトでは、2 つの異なる州にそれぞれパイロット県を設置し、妊産婦ケアの向

上に係るモデルを確立するというアプローチがとられた。このアプローチの利点として、2
つの県保健支局の存在が互いに刺激となることによる相乗効果が挙げられる。また、異な

る条件にあるパイロット県でのモデル構築を図ることで、モデルの有効性の検証にもつな

がり、結果として母親学級などの成果は他県・他地域への普及が可能となった。 
他方、事後評価における分析では、特に長期専門家の配置がセフロ県のみに行われ、活

動の重点がセフロ県となったことで、成果の発現状況が 2 つの県で異なることが確認され

た。プロジェクト終了後も 2 つのパイロット県では、本プロジェクトで導入されたモデル

に関わる活動が継続されているが、JICA によるフォローアップの支援によるところも大き

い。このことから、地理的に離れた複数のパイロット地域を管理することは困難が伴い、
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一定の成果を生み出すには相応の投入とフォローアップが必要となることが明らかとなっ

ている。 
したがって、パイロット地域を複数設定するに当たっては、プロジェクトの目的・戦略、

可能な投入量、C/P の能力等を踏まえて慎重に実施可能性を検討することが必要である。 
 

以上 
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