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国名
地域展開型リプロダクティブヘルスプロジェクト

ミャンマー

I. 案件概要

事業の背景

ミャンマー国では、保健医療従事者の技術および人数の不足、保健医療施設へのアクセスの悪さなど
が原因で、妊産婦死亡率（360／10万対）、乳児死亡率（71／1千対）は、東南アジア近隣諸国と比較し
てもいづれも高かった。また、避妊実行率の低さ、技術者が介助する出産の割合の低さ、非合法な妊娠
中絶による高い妊産婦死亡率などの問題は、同国でリプロダクテヒブヘルスを推進するうえで重大な障
害となっていた。地域的には、シャン州、なかでも北シャンと東シャンでは妊産婦死亡率が 500を超え、
全国平均と比べてリプロダクィブ指標が悪く、リプロダクティブヘルス改善の必要性が高かった。

事業の目的

1. 上位目標：ミャンマー国内のプロジェクト地区およびプロジェクト拡大地域（注１）におけるリプロダ
クティブヘルスの状態が向上する。

2. プロジェクト目標：プロジェクト地区における質の高いリプロダクティブヘルス・サービスの利用
が増加する。

3. 想定された課題解決への道筋：
本プロジェクトは、リプロダクティブヘルスに係る保健医療従事者（注２）に対する研修、リプロダク

ティブヘルスを実施・普及するための手引書および教材の開発、農村保健センターの改修などを行う。
これらの活動を通じて、ミャンマー保健省保健局のマネジメント能力を含む保健医療従事者の能力が向
上し、リプロダクティブヘルスに関する住民の意識や知識が向上する。そのことにより、プロジェクト
地区において地域展開型リプロダクティブヘルス・サービスが改善する。そして、プロジェクト地区の
リプロダクティブヘルス状態が改善し、地域展開型リプロダクティブヘルス・アプローチ（注３）がミャ
ンマーの他の地域に普及する。

注 1：プロジェクト拡大地域とは、地域展開型リプロダクティブヘルス・アプローチが導入される地域を示す。

注 2：リプロダクティブヘルスに係る保健医療従事者は、①タウンシップ医務官、助産師、ヘルス・アシスタント

などの基礎保健医療従事者（保健局職員）、②補助助産師、訓練を受けた伝統的助産師、母子保健推進員など

のボランティア・ヘルスワーカー、③保健活動に従事する地域リーダーおよびローカル NGOなどのヘルス・

ボランティアなどを含む。

注 3：地域展開型リプロダクティブヘルス・アプローチは、①保健医療従事者の能力向上および保健医療施設の改

善を通じたリプロダクティブヘルス・サービスの改善、②リプロダクティブヘルスに関する住民の意識や知

識の向上とそれを支えるコミュニティーの支援体制の構築、③保健局職員および保健医療従事者のマネジメ

ント能力の向上、の 3つのアプローチを組み合わせたものと定義される。

実施内容

1. プロジェクトサイト：シャン州のチャウメー・タウンシップ（人口約 184,000人）およびナウンチョ
ー・タウンシップ（人口約 120,000人）

2. 主な活動：保健医療従事者およびボランティア・ヘルスワーカーに対する研修、リプロダクティブヘ
ルスを実施・普及するための手引書および教材の開発、保健医療施設の改修および基礎的医療資機材
の調達。

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
1) 専門家：10人（長期 3人、短期 7人）
2) 研修員受入れ：20人
3) 機材供与：研修およびワークショップ用資機材、基礎

的医療資機材、パソコン、プリンター、コピー機など
の事務機

4) その他：農村保健センターよび準農村保健センター19
ヵ所の改修

相手国側
1) カウンターパート配置：18名
2) 土地・施設提供：プロジェクト事務所、

電気、水道、電話

協力期間 2005年 2月～2010年 1月 事業費 461百万円

相手国実施機関
 保健省保健局
 チャウメー・タウンシップおよびナウンチョー・タウンシップ

日本側協力機関 財団法人 家族計画国際協力財団（ジョイセフ）

関連案件

我が国の協力
 母と子のプライマリーヘルスケアプロジェクト（草の根技術協力事業、協力団体：特定非営利活動

法人アムダ、2002～2005年）
 子どもの健康と栄養プロジェクト（草の根技術協力事業、協力団体：公益社団法人セーブ･ザ･チル

ドレン・ジャパン、2006～2009年）
 母子保健プロジェクト（国連児童基金（UNICEF）との共同事業、1998～2003年）
 リプロダクティブヘルス・プロジェクト（国連人口基金（UNFPA）および他ドナーとの共同事業、
2001～2003年）



II. 評価結果1

1 妥当性
本プロジェクトの実施は、事前評価時・事後評価時ともにリプロダクティブヘルスに関する 5ヵ年戦略計画（2004～2009

年）および同計画（2009～2013年）で掲げられた「ミャンマーにおけるリプロダクティブヘルス状態の改善」というミャ
ンマー国の開発政策、「リプロダクティブヘルス・サービスの必要性が最も高い地域における同サービスへのアクセスの改
善」という開発ニーズ、および日本の対ミャンマー援助方針における重点課題である「リプロダクティブヘルス状態の改善
を含む人道支援」と十分に合致しており、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本プロジェクトは、地域展開型リプロダクティブヘルス・アプローチに基づいて、プロジェクト対象地域におけるリプロ
ダクティブヘルス・サービスの質およびアクセスを向上することに焦点を当てている。下表に示す通り、避妊実行率、産前
検診を 4回以上受ける女性の割合、技術を持った保健医療従事者の出産介助を受けた出産の割合について、増加または改善
が見られた。一方、上位の医療機関に搬送される妊婦の割合は、チャウメーでは 2005年の 7.7%から 2009年には 6.4%へ、
ナウンチョーでは 2005年の 9.4%から 2009年には 5.3%へと、それぞれ一時的に下落したものの、2012年には両タウンシッ
プとも 2005年の水準かそれ以上までに回復した。妊産婦の破傷風ワクチン接種率については、ナウンチョーでは上昇する
一方、チャウメーでは僅かに下落した。この理由については、チャウメー・タウンシップ医務官によると、チャウメーでは
破傷風ワクチン接種による副作用の事例が何件か発生したため、その出来事以降、破傷風ワクチン接種に対して地元住民が
慎重になったためではないかと分析している。チャウメーおよびナウンチョーの基礎保健医療従事者および母子保健推進員
への聞き取り調査結果によると、彼らはリプロダクティブヘルス・サービスの質およびアクセスの向上を認識しており、こ
のことをもたらした重要な要因が、リプロダクティブヘルスに関する地域住民の意識の向上であることがわかった。同時に
彼らは、両タウンシップに対する世界保健機構（WHO）からの財政的支援も、リプロダクティブヘルス状態の改善に一役
買っていると指摘している。

上位目標については、両タウンシップにおける妊産婦死亡率の統計データは入手できなかったものの、妊産婦死亡件数に
ついては 2005年の 12件から 2012年の 2件へと減少した。また、妊産婦合併症および出産合併症の発生件数の実績値につ
いては、統計データがないため不明であった。しかしながら、両タウンシップにおいて地域展開型リプロダクティブヘルス・
アプローチは現在でも継続的に機能している。本プロジェクトの経験をもとに、保健省は地域展開型リプロダクティブヘル
ス・アプローチを全国 30ヵ所のタウンシップに導入する取り組みを行っている（対象 30ヵ所は、シャン州以外の 15の州
および管区から選ばれたタウンシップ各 2ヵ所）。保健省によると、そのうちエーヤワディ管区のジャウンコンおよびチョ
ーパウの 2つのタウンシップにおいて、同アプローチの導入に成功したとのことである。この 2つのタウンシップでは、妊
婦が出産のため農村保健センターや病院へ行く際の母子保健推進員の付き添いに必要な交通費や、母子保健推進員の制服な
どの費用を捻出するため、基礎保健医療従事者は自分たちの財布から毎月 1,000チャッ
トずつの積み立てを行っている。保健省は現在全国 30ヵ所のタウンシップで行われて
いる同アプローチの導入事例から得られた優れた実践事例を全国に普及すべく努力し
ているが、同アプローチの導入により全国 30ヵ所のタウンシップのリプロダクティブ
ヘルス状態が改善したのか否かについては、本事後評価では確認できなかった。チャ
ウメーおよびナウンチョーの基礎保健医療従事者および母子保健推進員への聞き取り
調査結果からは、①避妊に対する意識の向上による非合法な妊娠中絶の減少、②子供
の数の調整による家計の経済負担の軽減、③子供の栄養に対する母親の意識の向上、
などが本事業がもたらしたプラスのインパクトとして認識されていた。

以上より本事業のプロジェクト目標は十分に達成されたが、上位目標については部
分的な達成に留まっている。よって、有効性・インパクトは中程度である。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

（プロジェクト目標）

プロジェクト地区にお

ける質の高いリプロダ

クティブへする・サー

ビスの利用が増加する

避妊実行率が増加する （プロジェクト完了時）増加

（事後評価時）増加

2005年 2009年 2012年
チャウメー 41.1% 56.9% 73.5%
ナウンチョー 41.3% 49.1% 72.6%

産前検診を 4回以上受ける女

性の数が増加する

（プロジェクト完了時）不明（データなし）

（事後評価時）不明（データなし）

（参考）産前検診を 4回以上受けた女性の割合

2005年 2009年 2012年
チャウメー 49.0% 44.4% 55.2%
ナウンチョー 39.2% 50.5% 91.8%

技術を持った保健医療従事者

の出産介助を受けた出産の数

が増加する

（プロジェクト完了時）不明（データなし）

（事後評価時）不明（データなし）

（参考）技術を持った保健医療従事者の出産介助を受けた出産の数の割合

助産師への聞取り風景

                                                  
1
評価の制約：本事後評価では計画時に設定されたプロジェクト目標および上位目標の指標の見直しを行い、代替指標や追加指標を策定し

た上で、本プロジェクト目標および上位目標の達成度を検証した。



2005年 2009年 2012年
チャウメー 65.4% 71.6% 80.0%
ナウンチョー 65.4% 80.6% 59.87%

妊産婦の破傷風ワクチン接種

率が増加する

（プロジェクト完了時）ナウンチョーでは妊産婦の破傷風ワクチン接種率が

76.8%（2005年）から 86.4%（2009年）へと増加した。一方、チャウメーで

は 78.7%（2005年）から 76.5%（2009年）へと減少した。

（事後評価時）2012年にはナウンチョーでは妊産婦の破傷風ワクチン接種率

が 94.7%へと増加したが、チャウメーでは 71.3%へと減少した。

（上位目標）ミャンマ

ー国内のプロジェクト

地区およびプロジェク

ト拡大地域（注１）に

おけるリプロダクティ

ブヘルスの状態が向上

する

妊産婦死亡率が減少する （事後評価時）不明（データなし）。ただし、妊産婦死亡率の減少傾向は観察

される。

妊産婦が合併症の発生件数が

減少する

（事後評価時）不明（データなし）

出産合併症の発生件数が減少

する

（事後評価時）不明（データなし）

出所：ベースライン調査（2005年）、エンドライン調査（2009年）、事業完了報告書、カウンターパートへの聞取り調査。

注：上記の表のプロジェクト目標および上位目標の指標は、事前評価時のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に記載され

たものである。実績ではエンドライン調査（2009年）の調査結果をプロジェクト完了時の実績とみなした。

3 効率性

各成果を産出するにあたり、投入内容は適切であり、かつ協力金額・期間は計画内に収まり、効率性は高い（それぞれ計
画比 83%、100%）。

4 持続性

本プロジェクトは、政策・制度面については保健省の新リプロダクティブヘルスに関する戦略計画（2014～2018年）に
おいて、引き続き重要な位置づけにある。実施体制については、チャウメーおよびナウンチョーの基礎保健医療従事者、補
助助産師、母子保健推進員の大部分は、リプロダクティブヘルスに係る活動を継続しており、彼らが助産師の不足を補って
いる。リプロダクティブヘルス・サービスの品質管理およびモニタリングはタウンシップ医務官が担当している。タウンシ
ップ・ワーキング・グループおよび村落ワーキング・グループは機能しており、必要に応じて基礎保健医療従事者と連携し
ている。総じて、地域展開型リプロダクティブヘルス・アプローチの実施に必要な制度および体制は、引き続き維持されて
いる。技術面については、補助助産師に対する「リプロダクティブヘルスに係る情報・教育・コミュニケーション」、「行動
変容を目的としたコミュニケーション」についての指導や、地域住民に対するリプロダクティブヘルスに関する毎月の保健
教育講座の開催などの活動は、基礎保健医療従事者により継続して行われている。助産師、補助助産師、母子保健推進員に
対するリフレッシュ研修も毎年行われている。「リプロダクティブヘルスに係る情報・教育・コミュニケーション」および
「行動変容を目的としたコミュニケーション」のための教材や地域展開型リプロダクティブヘルス・アプローチの実施手引
書は、保健局、基礎保健医療従事者、母子保健推進員により活用されている。本事業で改修した保健医療施設は良好な状態
に保たれている。財務面については、現在の維持管理予算は必ずしも十分な額が配分されているとは言えないものの、研修
および主要保健医療施設の維持管理に必要な最低限の予算は確保されており、地域展開型リプロダクティブヘルス・アプロ
ーチを実施する上で予算不足は大きな障害とはなっていない。

以上より、実施機関の政策・制度面、体制面、技術面、財務面に特段の問題はないことから、持続性は高い。
5 総合評価

本事業のプロジェクト目標は十分に達成されたが、上位目標については部分的な達成に留まっている。本プロジェクトに
より、対象とした 2つのタウンシップのリプロダクティブ・サービスの質およびアクセスは改善した。本プロジェクト実施
後、多くの人が避妊を実践するようになり、妊婦の産前検診を受診する機会や、上位の医療機関に搬送される機会が増えた。
その結果、両タウンシップの妊産婦死亡件数は 2005年の 12件から 2012年の 2件へと減少した。本事業で導入した地域展
開型リプロダクティブヘルス・アプローチは、現在までのところミャンマー全国 30ヵ所のタウンシップにまで広がってい
る。しかし、これら 30タウンシップにおけるリプロダクティブヘルス状態の具体的な改善については、確認できなかった。
また、本プロジェクトは、非合法な妊娠中絶の減少、家計の経済負担の軽減、子供の栄養に対する母親の意識の向上、など
のプラスのインパクトをもたらした。持続性については、実施機関の政策・制度面、体制面、技術面、財務面に特段の問題
は認められない。効率性については、協力金額および協力期間は計画内に収まった。

以上より総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は非常に高いと言える。

III. 教訓・提言

実施機関への提言：

 基礎保健医療従事者は、住民の不必要な誤解を避けるために破傷風ワクチンの副作用について、住民に対する十分な

説明を行うべきである。

 本事後評価を通じて母子保健推進員は基礎保健医療従事者に対して非常に協力的であることが分かった。保健局は母

子保健推進員に対するリフレッシュ研修が今後も継続されるよう支援を行うべきである。

 保健局の取り組みにより、ミャンマー全国 30ヵ所のタウンシップに対して地域展開型リプロダクティブヘルス・アプ

ローチが広がった。このことは本プロジェクトの上位目標の部分的な達成といえる。保健局がこれらの地域での実績

からデータを抽出し、実施上の課題、強みおよび弱みを学ぶことが出来れば、今後の全国展開を進める上で有益とな

ろう。


