
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 協力金額（評価時点）：3.36 億円 

 先方関係機関：スーダン連邦保健省、セナ－ル州保健省 

2008 年 6 月~2011 年 6 月 日本側協力機関：システム科学コンサルタンツ株式会社、特

定非営利活動法人 HANDS 

 

協力期間 

 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 人の村落助産師（Village Midwife。以下「VMW」という。）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（Federal 

Ministry of Health。以下「FMOH」という。）と州政府保健省（State Ministry of Health。以下「SMOH」という。）

によるスーパービジョン体制の脆弱さも含め、システムとして機能するには至っていないこと、また州同士、

VMWs 同士、さらには立場を超えたアクター同士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乳幼児及び妊産婦死亡率の低減に向けて、連邦およ

び州の保健行政とコミュニティの最前線で活動するVMWの能力強化、さらには個々のVMW間及び州レベルのネ

ットワークを強化し、地域に良質の母子継続ケアのサービスが提供される体制を構築することを目的として、

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。 

 2010年2月に実施された中間レビュー評価調査では、プロジェクト活動の実績、成果並びに活動の課題と留意

点等が確認され、FMOH、SMOHによるVMWへの支援体制の強化、制度化、パイロット州であるセナール州での

取り組み（セナール・モデル）の標準化と各州への展開などに関して提言が行われた。その後、ダルフール3州

を含む5州を対象にVMW現任研修の指導者研修（Training of Trainer。以下「TOT」という）も着手された。 

 本プロジェクトの終了を2011年5月に控え、このたび終了時評価調査を実施することとなった。 

  

１-２協力内容 

（１）上位目標 

スーダンにおいて、母子保健のための理想的な継続ケアを実施するために、プライマリ・ヘルスケア（Primary 

Health Care。以下「PHC」という。）の視点から、VMWが強化および組織化される。 

 

（２）プロジェクト目標 

パイロット州において、PHC の担い手として母子保健の理想的な継続ケアを実施するために、VMW が強化およ

び組織化される。 



 

（３）成果 

1. 適正な母子保健サービス実施のために、FMOHとSMOHの行政能力とVMWに関する規則・制度が強化され

る。 

2．パイロット州において、強化・組織化されたVMWにより母子保健サービスが提供される。 

3. 母子保健の問題に取り組むため、北部スーダン諸州と関係者間の横断的なネットワークが強化される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

専門家派遣    13 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   FMOH 関係者、セナール州 SMOH 関係者 

土地・施設提供      プロジェクト事務所 2 か所（FMOH 内、セナール州 SMOH 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） 

総括/母子保健 萩原 明子     JICA 国際協力専門員・人間開発部課題アドバイザー 

協力企画 齊藤 佳央里    JICA 人間開発部保健第一課 ジュニア専門員 

評価分析 笹田 志穂     株式会社エス・プランニング 

  2010 年 10 月 9 日〜2010 年 10 月 29 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 

上位目標：スーダンにおいて、母子保健のための理想的な継続ケアを実施するために、PHCの視点から、VMW

が強化および組織化される。 

 

上位目標の達成にはまだ時間はかかるが、全国展開に向けた取り組みは既に始まっている。プロジェクトはダ

ルフール３州、南コルドファン州、青ナイル州の計５州において TOT を実施、合計 46 名のファシリテーターを

育成した。これらファシリテーターによって、この５州においても VMW 向け現任研修がまもなく開始される予

定である。また来年３月までにはカッサラ州でも TOT および現任研修の実施が予定されている。よってプロジ

ェクト終了までに、セナール州を含め合計７州において VMW の研修が実施されることになり、上位目標の指標

である、VMW 研修を実施する州の数は着実に増加する見込みである。 

 

プロジェクト目標： パイロット州において、母子保健のための理想的な継続ケアを実施するために、PHC の

視点から、VMW が強化および組織化される。 

 

プロジェクト終了時までにプロジェクト目標は達成されると考える。３つの成果の相乗効果により、プロジェ



クトはセナール州において VMW のエンパワメントおよび組織化を実現し、VMW が提供する母子保健サービス

は確実に改善された。プロジェクト目標の指標の１つである、VMW によるリファーラル件数は増加している。

これは VMW が研修を受けたことで、妊産婦の危険な兆候を見分けられるようになり、実際に保健施設にリファ

ーする数が増えていることを表している。VMW が研修を受けて技術・知識を向上させただけでなく、組織化さ

れたことで、セナール州において PHC の担い手として、母子継続ケアを提供できるようになった。 

なお、もう１つのプロジェクト目標達成指標である、VMW が実施する継続ケアの割合については、データを

収集するヘルス・ビジター(Health Visitor。以下「HV」という。)が VMW の現任研修講師として、また、他州に

対する指導者研修などの活動で多忙になり、データ収集が困難になった等の理由により、正確なデータの測定が

困難であった。 

 

成果１：適正な母子保健サービス実施のために、FMOHとSMOHの組織能力とVMWに関する規則・制度が強化

される。 

 

成果１は、ほぼ達成された。FMOH においては、VMW 関連の政策の見直し、研修手法や教材を含んだガイド

ラインの開発を通して、セナール州 SMOH においては、現任研修の実施や FMOH との情報共有、共同での事業

実施を通して、VMW を支援するための組織能力が着実に強化された。VMW 向けには現任研修カリキュラムが

なかったため、プロジェクトでは、FMOW を中心に既存の VMW 向け 1 年コース、2 年コースの卒前研修や、

HV 向けの標準産科ケア教材をもとに、新規に VMW 向けの 7 日間現任研修カリキュラムおよび教材、そして非

識字者成人向けの教授手法なども盛りこんだガイドラインを作成した。現任研修のガイドラインは 11 月には

FMOH の承認を受け、その後全国に普及する予定である。またプロジェクトではセナール州では 9 人の VMW 現

任研修講師（ファシリテーター）を育成し、またダルフールなど 5 州でさらに 46 人のファシリテーターを育成

した。他方で、VMW 現任研修を担当する事務員が配置されず、研修の運営実務をプロジェクトが雇用した現地

スタッフがほとんど取り仕切ることになったが、一部の運営実務は SMOH の RH 課職員に技術移転された。また、

SMOH が主体となって、VMW 現任研修の効果を示すための調査が行われ、報告書として取りまとめられた。同

調査の結果、VMW の感染予防に関する知識や実技が改善し、ハイリスク妊婦を見分けるための知識が向上された

だけでなく、実際に保健施設にリファーする件数が増加し、VMW キットが更新されたことでより多くの機材や消

耗品を利用できるようになったことが明らかになった。これらの活動の結果、今後も継続して VMW 現任研修が

実施できる体制が整った。 

 

成果2：パイロット州において、強化・組織化されたVMWにより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。現任研修および卒前研修が強化されたことに加え、VMW がより組織化さ

れた結果、VMW がより適切な母子保健サービスを提供できる条件が整いつつある。 

終了時評価の時点においてセナール州においては約 600 名の VMW 中 450 人の現任研修が完了した。来年１月

までに、セナール州ではすべての VMW への現任研修が完了する予定である。現任研修の結果、VMW の知識や

技術が向上しただけでなく、研修の機会にプロジェクトが作成した VMW のデータベースの情報に基づき、各

VMW が所属する保健施設やスーパーバイザーが割り当てられた。これによる、VMW は保健施設における定例

会議に参加し、また、定例会の機会に HV によるスーパービジョンが定期的に受けられるようになった。現任研



修や定例会を通じた関係性の向上により、医師や HV など保健医療従事者が VMW の活動をサポートするネット

ワークが形成され、VMW がより適切な母子保健サービスを提供できる支援体制が整いつつある。一方、卒前研

修については、日本政府の草の根無償資金協力により改修した２つの VMW 養成学校研修において、2010 年 1

月から卒前研修（１年コースと２年コース）が再開され、現在 100 名が学んでいる。また、VMW が計画・実施

するコミュニティイベントを 4 回実施した。その結果、地域の人々が VMW の仕事の重要性を理解し、ANC や

家族計画の利用者が以前より増えた。現任研修に参加した VMW には、VMW キットのうち破損や欠損した道具

や消耗品が交換、補充された。これらのキット用の機材や消耗品は、一部 FMOH・SMOH から供与された。手袋

などの一部消耗品は VMW にとっては高価なものであり、こうした消耗品の供与が継続されるためのシステムが

構築される必要がある。 

 

成果 3：母子保健の問題に取り組むため、北部スーダン諸州と関係者間の横断的なネットワークが強化される。

  

成果 3 は適正に達成されてきている。リプロダクティブヘルス・コーディネーター会議やステアリング・コミ

ッティへの参加、他州との相互訪問などを通じて、FMOH、他州の SMOH、ドナーとの間でプロジェクトの進捗・

成果が共有された。プロジェクトの成功は、すでにセナール・モデルとして他州からも注目されている。他州展

開に向け、9 月にダルフールなど 5 州を対象とした指導者研修も実施され、まもなく他 5 州でも VMW の現任研

修が開始されることになっている。 

 

３-２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は「高い」。スーダンの保健分野の上位計画である 5 ヶ年保健セクター戦略(2007-2011)

において母子保健は優先分野に挙げられており、国家保健政策(2007)においては地域保健の重要性が謳われてい

る。大多数の妊産婦が自宅分娩するスーダンにおいて、自宅分娩を介助する VMW のサービスへのニーズは高く、

研修を通じてその技術を向上させ妊産婦のリスクを低減することは、ターゲットグループである VMW や妊産婦

のニーズとも合致している。日本のスーダンへの援助政策はベーシックヒューマンニーズを優先分野としてお

り、JICA は中東と北アフリカのイスラム圏における母子保健プロジェクトの経験も豊富なので、その経験を活

用して協力が可能となった。 

 

(2) 有効性 

本プロジェクトの有効性は「やや高い」。3 つの成果はそれぞれプロジェクト目標の達成に貢献し、その相乗効

果により、プロジェクト目標の達成見込みをさらに高めた。プロジェクトのとったアプローチは VMW の能力向

上と組織化に有効であった。プロジェクト目標の指標の１つ（パイロット州において、研修を受けた VMW が実

施する継続ケアの割合が増加する）は、データ収集が困難な状況であったため達成が確認できていないが、もう

１つの指標（VMW によるレファラル件数が増加する）は達成されており、評価調査で得たさまざまな情報から

判断して、プロジェクト目標を達成するために必要な成果は網羅されていたと考えられる。 

 

(3) 効率性 

本プロジェクトの効率性は「中程度」である。日本人専門家の投入はその専門性、人数など適切であり、供与



された機材も有効に活用された。研修員受け入れに関しては、人数、期間などは適切だったが、財政的な制約か

ら研修で学んだことを実践することに苦慮する研修員も見受けられた。他方、スーダン側の投入は、カウンター

パートの配置は行われたものの交代が多く、現任研修のマネジメントを担当する事務スタッフが配置されず、セ

ナール州 SMOH が公約していた VMW へのインセンティブ支払いが２カ月で停止されるなど、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た。 

 

(4) インパクト 

本プロジェクトのインパクトの見込みは「高い」と言える。上位目標の達成にはまだ時間はかかるが、全国展

開に向けた取り組みは既に始まっており、北部スーダン 15 州で VMW の現任研修が実施され能力強化・組織化

が実現される可能性は高い。 

また、社会的インパクトとして、VMW が現任研修に参加したことでコミュニティ住民の VMW に対する社会

的な認識が変わり、コミュニティの中で重要な役割を与えられるようになったことが見受けられた。経済的イン

パクトとしては、経済的に困窮していた女性が VMW になることで現金収入を得られるようになるという正のイ

ンパクトが見られる一方、SMOH からの消耗品の支給が行われないため VMW がその経費を自己負担しなければ

ならないという負のインパクトも見受けられた。技術面では、VMW だけでなく HV やアシスタント・ヘルス・

ビジター(Assistant Health Visitor。以下「AHV」という。) へも研修が実施されたことで、母子保健に関わる多く

の医療従事者の知識・技術が強化され、スーパービジョン制度の改善により、医師を含めたサービス提供のため

のネットワークが形成されつつあることが観察されている。 

 

(5) 自立発展性 

政策・制度・技術面の自立発展性は「高い」が、財政面の自立発展性は「中程度」である。 

プロジェクト活動を通じて育成されたファシリテーターや HV は、プロジェクトの終了後も地元に定着し自ら

VMW 向け現任研修の講師を務めることができるため、技術面の自立発展性は高い。VMW に関連する政策は近

い将来に変更される見込みはなく、現任研修の実施体制や他州展開のための FMOH・SMOH の行政能力もプロジ

ェクト活動を通して高まった。一方、既存の VMW の雇用を制度として確立するには、州政府の財政的制約もあ

ってまだ時間がかかり、現任研修の運営費、モニタリング・スーパービジョンや研修時に供給あるいは交換され

る VMW キットの機材・消耗品の費用について、スーダン側が財政的に負担できるかは課題として残っている。

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

 ベースライン調査を実施したことで、VMW が抱える問題点が明らかになり、どのような研修が必要な

のか労働環境をどのように改善したらよいのか等プロジェクトで行うべき活動が明確になった。 

 既存の VMW のデータベースを作成したことで、それまで把握できていなかった州内の VMW の全員

の所在が明らかになり、HV との月例会議や医師などとのネットワーク形成の実現が促進された。 

(2) 実施プロセスに関すること 

 日本大使館の草の根無償によりセナール州 VMW 養成学校２校が改修され、卒前研修が再開し、卒前

研修の実施が可能になったことで、プロジェクトとの大きな連携効果が見られた。 

 連邦保健大臣、日本大使、JICA 所長などが、重要な節目でセナール州を訪問し、VMW 育成の重要性



をアピールしたことで、セナール・モデルが注目された。 

 

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 

 特になし 

(2)実施プロセスに関すること 

 VMW の雇用制度の実現が遅れ、給与が支払われていないこと。 

 VMW の分娩介助に必要な消耗品の供与がセナール州 SMOH から行われていないため、VMW の自己負担

額が大きくなっていること。 

 特に FMOH においてカウンターパートの人数が少なく、フルタイムでプロジェクトを担当できるスタ

ッフの配置が難しかったこと。 

 セナール州において水や電気といった基礎インフラの供給が不安定で母子保健サービスの改善に影響

を与えている。 

 

３-５ 結論 

プロジェクトでは、VMW の現任研修に加え保健医療従事者と VMW の関係の強化、追加指導や個別相談など

の研修後の支援体制の強化、必要な助産師分娩キットの更新などを行い、物的にも心理的にも VMW を支援する、

VMW のエンパワメントを実現させた。そして、VMW のエンパワメントが、地域保健における母子保健サービ

スを向上するために、一定の効果があることを証明した。プロジェクトが実施した研修効果の調査では、VMW

が提供する母子保健サービスが一部向上していることが明らかになった。たとえば、１）VMW による感染予防

の知識、実際の手技が向上した、２）リファーラルが必要な状態についての知識が向上した、３）実施のリファ

ーラル数が向上した、などが効果として確認されている。 

VMW のエンパワメント（セナール・モデル）は、以下の要素の相乗効果として実現された。１）現任研修に

よる知識、技術の向上、２）近隣のアクセスが可能な保健施設への VMW の配置と保健施設スタッフ、特に監督

指導官である HV との人間関係の構築、３）研修後に巡回指導や技術指導を受けることができるようになったこ

と、４）VMW 同士の関係の構築により、情報交換や励ましあいが可能になったこと、５）地位住民から、より

尊敬される存在になったこと、６）母子保健サービスに必要な機材、消耗品などが手に入ったこと。VMW と保

健施設スタッフとの関係が強化されたことで、困難な事例や質問があっても気軽に相談し指導を受けられるよう

になり、こうした関係の強化は、リファーラル数の増加にも大きく貢献した。 

こうしたエンパワメントによって、VMW は地域保健の仕組みの中で、一定の地位を得ることができ、地域保

健に関わる他の医療従事者と協力して、より適切な母子継続ケアを提供することが可能になった。 

プロジェクト活動を通じて、FMOH とセナール州 SMOH の組織能力も強化された。両省のコミュニケーショ

ンが活性化されたため、セナール州での VMW エンパワメントモデルは、北部スーダン全 15 州にて拡大される

ことが期待されている。 

多くのアフリカ諸国では、保健サービスへのアクセスに格差が生じている。セナール・モデルは、人材・財源

とも不足する他のアフリカ諸国にも共有できるのではないかと期待される。 

 

 



３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1)プロジェクト終了時までに対応すべき事項 

 セナール州の VMW 全員の現任研修の完了、VMW から保健施設への報告システムの改善、保健施設で

の定例会議を活用した巡回指導システムの改善など、VMW エンパワメントモデルである、セナール・

モデルの完成 

 7 日間現任研修の教材一式のガイドライン化、VMW の研修後のスーパービジョン、研修のフォローア

ップ、個別相談の体制構築、助産師分娩キットに必要な機材・消耗品の供給体制の構築など、セナール・

モデルの主な要素の標準化 

 セナール州の VMW 養成学校の新規卒業生が SMOH に雇用されること 

 SMOH のリプロダクティブヘルス・コーディネーターを支援する事務職員の任用 

 VMW による感染予防手技の研修前後比較を行い、研修効果を客観的に評価すること 

 ダルフールなど５州で実施される予定の VMW 現任研修を、質的・マネジメント的観点からモニタリ

ングすること 

 各州 SMOH、ドナーとも協力して、セナール・モデルの全国展開計画のグランド・デザインを提案す

る（セナール州を除く 14 州での研修実施計画、実施経費の見積もりなど） 

(2)中長期的に対応されるべき事項（プロジェクト終了後） 

 セナール・モデルをスーダン北部 15 州全域に展開すること 

 VMW の監督官である HV と AHV の育成強化の継続 

 母子保健チーム（ローカリティ保健事務所担当官、HV、AHV、医師、栄養士、看護助産師、保健医療

施設の管理職および VMW）の協力体制の強化 

 村落病院などの一般医師に対する標準産科処置・緊急産科処置の現任研修の実施 

 村落病院などの施設・機材、特に産科病棟の改修・改善 

 施設・機材の改修・改善にかかる基礎情報の収集、見積もりの実施 

 国家保健人材戦略の策定に対し、リプロダクティブヘルスに関連する人材育成について、具体的な事例

と戦略の提言（中長期的には VMW と、技術訓練を完了した出産介助者 Skilled Birth Attendant :SBA の

配置が逆転する可能性もある） 

(3) 将来のプロジェクト形成に対する留意点 

 VMW を孤立させないこと：VMW 養成学校で１年課程の研修を受けた VMW は SBA ではないため、

VMW の知識・技術には限界があり、すべての産前・産後ケア、乳幼児ケアも含めた母子継続ケアを単

独で提供することはできない。VMW と他の保健医療従事者がチーム体制を構築し、VMW を技術的に

支援する体制が必要である。 

 VMW に最大限の支援を行うこと：VMW を直接支援できるキーパーソンは、近隣保健施設の医師、HV

などであり、さらに村落役場や地域組織が VMW を支援する体制を強化することも検討すべきである。

 セナール・モデルの他州展開は、JICA 単独では実施できない：他ドナーと活動の重複を避けつつ、有

機的な連携が取れるよう、体制を強化することが必要である。 

 

３-７ 教訓 

 セナール・モデルは、人的・財政的資源に乏しく、保健サービスへのアクセスに課題の多い他のアフリカ諸国



にも適応可能であると思われる。 

国際保健の潮流としては、SBA の介助による出産の促進が推奨され、その結果、正規助産師に対する卒前教育

の拡充に焦点が当てられている。一方、短期研修（通常 1年コース）にて養成された既存の VMW や TBA（伝統

的産婆）に対する追加研修には、多くが期待されていないのが現状である。 

しかしスーダンでは、識字率・女性の就学率ともに低く、助産師学校の入学資格である中等教育を修了する女

性の数は非常に限られている。また、自宅出産が 80％を占めており、大多数の妊産婦の自宅での分娩介助を実際

に行っている VMW の能力向上を促進することが現実的な戦略であり、プロジェクトにより VMW のエンパワメ

ントが可能であることが証明され、そのエンパワメントが地域保健における母子保健サービスの改善にも一定の

効果があることも明らかになった。長期的にはスーダンにおいても SBA の育成が進み、VMW と SBA の配置数

が逆転することも想定されるが、それまでの移行期間における現実的な戦略として、セナール・モデルは広くア

フリカ諸国で共有できるのではないかと期待される。 

以上

 


