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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：パレスチナ 案件名：母子保健・リプロダクティブヘルス向上プロジェ

クトフェーズ２ 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 
保健第一グループ保健第一課 

協力金額：3.3 億円 

協力期間 （R/D）： 
2008年11月〜2012年11月 

先方関係機関：パレスチナ自治政府保健庁 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：無償資金協力「パレスチナ人児童の感染症

対策改善計画」（UNICEF 連携） 

１－１ 協力の背景と概要 

政治的及び治安上の問題により、パレスチナ人は領土内の移動にも制限が課されており、こ

のためパレスチナ自治区では医療サービスを受けるにあたっても大きな制約を受けていた。パ

レスチナにおける乳児死亡率は 25.3（対 1,000 出生）であり、5 歳未満児の約 10％が発育不全に

ある。乳児の死亡原因の 16.7％が未熟児や低体重にあり、母子保健とリプロダクティブヘルス（Maternal
and Child Health/Reproductive Health：MCH/RH）サービスの充実と適切な医療サービスの利用拡

大の必要性が示唆されていた。 
これら課題に対処するため、パレスチナ自治政府は日本政府に対して技術協力の実施を要請

し、JICA は「母子保健に焦点を当てたリプロダクティブヘルス向上プロジェクト」を 2005 年 8
月から 2008 年 7 月にかけて実施した。このプロジェクトにおいて、JICA はパレスチナ保健庁と

ともにパレスチナ版母子健康手帳とその活用にかかるガイドラインを策定するに至った。ジェ

リコ県及びラマラ県における試行、検証を経て、保健庁は母子健康手帳の利用を自治区内全域

に拡大することを決定し、ヨルダン川西岸地区にある保健庁、国連パレスチナ難民救済事業機

関（United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees：UNRWA）、非政府組織（NGO）

傘下のプライマリーヘルスケア（Primary Health Care：PHC）センターへの配布が 2008 年 4 月に

開始された。しかしながら、母子健康手帳の活用とリプロダクティブヘルスサービスの改善、

さらには中長期的戦略及び戦略的保健計画に基づいた質の高い医療サービスを実施していくに

あたり、引き続き保健庁への技術的支援が必要とされていた。 
このような状況を受け、MCH/RH 改善のための要請が日本政府に提出され、2008 年 11 月より

「母子保健・リプロダクティブヘルス向上プロジェクトフェーズ２（以下、「本プロジェクト」）」

が 4 年間の予定で開始された。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、パレスチナ全域における MCH/RH サービスの向上をめざし、フェーズ１

において作成・パイロット地域で導入された母子健康手帳をパレスチナ自治区全域に普及・定

着するとともに、母子健康手帳を活用した質の高い周産期ケアの提供をめざし、PHC センター

スタッフの技能強化を行うものである。 
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（1）上位目標 
パレスチナ自治区全域における女性と子どもの健康が改善される。 

 
（2）プロジェクト目標 

パレスチナ自治区全域における MCH/RH サービスが改善される。 
 
（3）成果 

1）母子健康手帳の普及率（カバレージ）及び活用方法が向上する。 
2）保健庁の PHC センタースタッフの周産期に係る知識及び技術が強化される。 
3）国家母子健康手帳調整委員会（National Coordination Committee：NCC）が母子健康手帳

にかかわる政策立案、事業実施及び監督母体として機能する。 
4）地域住民の MCH/RH に関する知識・意識が向上する。 
5）プロジェクト活動のモニタリング及び評価を通じ、プロジェクトの実施がより一層強

化される。 
 
（4）投入（評価時点） 

日本側：総投入額 約 3.3 億円 
・専門家派遣：延べ 18 名（長期専門家：5 名、短期専門家：13 名） 
・機材供与：シミュレーター、骨盤モデル、胎児心音計、血圧計、腹囲測定用メジャーな

どの研修機材。また、超音波診断装置の供与は研修終了後に協議予定。 
・在外事業強化費：107,210,510 円（プロジェクト終了時点の見込額） 

研修員受入：母子健康手帳マネジメント研修に 7 名 
パレスチナ側： 
・パレスチナ側プロジェクト人材の配置 
・ラマラ保健庁アネックス施設内プロジェクト事務スペースの提供 
・プロジェクト事務スペースの水道光熱費 
・運営費用の予算計上 
・その他プロジェクト活動に必要な経常経費 

２．評価調査団の概要 

 調査者 担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 瀧澤  郁雄 JICA 人間開発部 保健第一グループ 保健第一課 課長 

協力企画 金子  菜絵 JICA 人間開発部 保健第一グループ 保健第一課 職員 

評価分析 井上  洋一 ㈱日本開発サービス 調査部 主任研究員 

調査期間  2012 年 6 月 24 日〜7 月 15 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 

（1）成果 1 
成果 1 は、サービス受益者である女性/母親が自身と子どもが受けた母子保健サービスの

記録を携行・確認できること、さらには健康教育やこれに関するコミュニケーション、標
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準化された母子保健サービスを受けるための共通のハンドブックとして、パレスチナ全域

での母子健康手帳の普及と活用をめざすものである。このため、成果 1 の指標については、

母子健康手帳の配布及び活用の状況を確認するものとなっている。終了時評価時点で達成

できていない項目もいくつかあるものの、配布率については、ヨルダン川西岸地区での適

正配布がなされていることが確認されたほか、プロジェクトが直接介入を行わなかったガ

ザ地区においても、パレスチナ側の積極的な取り組みにより高い配布率を示していること

は特筆に値する。このため、成果 1 の全体の達成度としてはおおむね高いと考えられる。

本プロジェクトでは、効果的な母子健康手帳運用を実現するために、プロジェクト開始

後は母子健康手帳マニュアル“The Palestine National Manual for MCHHB”を策定し、運用方

法の標準化と母子健康手帳運用に関する研修を行った。これによって、ヨルダン川西岸地

区では、終了時評価時点までに保健庁、UNRWA 及び主要な NGO の管轄するすべての 1 次

医療施設で標準化された母子健康手帳の運用が開始されている。母子健康手帳の活用方法

の向上に関しても、上述のとおり、本プロジェクトではマニュアルによる運用や活用方法

の標準化を行い、マニュアルに基づいた研修を行ったことで、産前産後ケアや乳幼児検診

で母子健康手帳が有効に活用されていることが、調査団による直接観察やインタビューで

確認されている。指標である母子健康手帳の記入率もおおむね高い割合を示しているもの

の、病院において記入される出産時情報の項目の記載率はほかの項目と比較して低いこと

から、今後プロジェクトにより病院の記入率の向上に向けたフォローアップがなされる予

定である。また、民間の医療施設への母子健康手帳の運用導入については、活動の遅れか

ら 2012 年より取り組みを開始しているが、今後の課題として引き続きプロジェクトによる

更なるフォローアップを行う予定となっている。 
 
（2）成果 2 

成果 2 では、医療従事者への技術研修を通して、保健庁傘下のプライマリーヘルスケア

提供施設での母子保健サービスの改善に取り組んでいる。母子健康手帳の運用や活用方法

に関する研修は保健庁や UNRWA、主要な NGO の管轄する医療施設職員に対して広く実施

されている。これに加えて、本プロジェクトでは産前ケア研修を全 12 県の母子保健担当看

護師、助産師、Village Health Workers に対して実施している。なお、本プロジェクトでは産

前ケアに関する活動を優先させたが、国連人口基金（UNFPA）が産後ケアに関する研修を

実施した。これに加え、病院や PHC センターでの産後ケアは母子健康手帳に基づいて実施

されており、ガザ地区においても国連児童基金（UNICEF）の支援により産後ケア訪問がな

されている。これらのことは、プロジェクトで直接技術研修を行った産前ケアだけでなく、

周産期ケアの連続性を促進、向上させている。 
成果 2 の指標については、研修前後の確認テストによって受講者の知識・技能の向上が

確認されている。また、プロジェクトで実施した患者満足度調査・母子健康手帳の利用状

況調査において、研修を受けた医療従事者は、現場での周産期ケアサービス提供時に習得

した知識・技能を活用しており、患者/クライアントの満足度も高いことが確認された。患

者/クライアントの母子健康手帳の持参率も高く、母子健康手帳を介した患者/クライアント

間のコミュニケーションも向上している。成果 2 の指標は満たされたことから、成果 2 の

全体の達成度としてはおおむね高いと考えられる。 
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（3）成果 3 
成果 3 は、成果 1 の母子健康手帳の普及と活用を実現するための国家レベルでの調整機

能を果たす場として、NCC の機能を強化するものである。長期的な持続性、実現可能性に

ついては不確定であるが、終了時評価時点での成果 3 の達成度は高い。 
本プロジェクトでは各関係者間の調整や活動方針の決定を行う NCC と、現状分析や活動

計画案の策定を担う NCC タスクフォースの設立を支援した。NCC 及び NCC タスクフォー

スは 2009 年 4 月に保健庁によって正式に承認、活動が開始され、これまでに“The Palestine 
National Manual for MCHHB”による MCH/RH サービスの標準化並びに母子健康手帳の供

給・在庫管理の標準化を行っている。また、マニュアルによって標準化された MCH/RH サ

ービスは NCC や NCC タスクフォースでの会議によって定期的にモニタリングされている。

しかしながら、実際の事務局機能や各種実績の取りまとめ、分析はプロジェクトの補助に

よって維持されている。組織としての持続性を担保するために、何らかの経過措置が必要

となるものと考えられる。 
 
（4）成果 4 

成果 4 は、成果 1 の母子健康手帳の普及と活用、及び成果 2 医療従事者の技能強化によ

るプロジェクト目標達成を補完するものとして、母子保健サービスと母子健康手帳につい

て、女性と母親の知識、態度、行動変容に働きかけるものである。成果 4 の達成度は計画

された活動が変更されたことにより影響を受けた。しかしながら、ほかの活動が間接的に

成果 4 の指標達成に貢献したことにより、成果 4 の達成度は適正であると考えられる。 
当初計画においては、MCH/RH に対するコミュニティの意識向上にかかわる活動は NGO

に委託して実施する予定であったが、日本・パレスチナ側双方との一連の協議結果により、

保健庁を通じた取り組みに変更された。他方で、母子健康手帳が健康教育の側面を有する

ことから、手帳の活用促進を進めた結果、プロジェクトにより直接的な啓発活動が実施さ

れていないにもかかわらず、ヨルダン川西岸地区では地域住民の MCH/RH に係る知識・意

識は向上した。 
しかしながら、これら成果は保健庁、UNRWA 及び主要 NGO の管轄する病院・PHC セン

ターに限られており、ヨルダン川西岸地区での民間セクターの医療機関への働きかけは開

始されたばかりである。また、ガザ地区では保健庁や UNRWA 管轄の医療施設以外では母

子健康手帳の運用状況も十分に把握されていないことから、今後プロジェクトによるフォ

ローアップを行うとともに、保健庁による積極的な取り組みが期待される。 
 
（5）成果 5 

成果 5 では、NCC を通した調整、マネジメント能力の強化が掲げられている。これは、

保健庁に加え、国際機関や NGO といった MCH/RH サービスをとりまくさまざまな関係機

関との意見調整、取り組み確認が必要不可欠であるためであり、効果的かつ滞りなく立場

の異なる関係機関との総合的な合意形成を実現するために、多大な時間と労力を要するこ

とによる。 
成果 5 の指標は達成されており、成果 5 全体の達成度も高いと考えられる。合同調整委

員会（JCC）や NCC を通してプロジェクト活動の進捗や成果の創出状況は、定期的にモニ
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タリングされていた。また、JICA の運営指導調査団や中間レビュー時に活動が見直され、

それらの提言に基づいて活動の整理、優先づけがなされた。これによって、その後の円滑

なプロジェクト活動の実施や確実な成果創出が可能となっている。 
 
（6）プロジェクト目標 

プロジェクト目標の指標のいくつかは、終了時評価時点で達成できていない項目もある

が、プロジェクト目標の達成見込はおおむね高いと考えられる。プロジェクト目標の指標

は、パレスチナ全域における MCH/RH サービスの提供状況及び母子健康手帳の普及状況を

見るものであり、考え方はプロジェクト当初から変更されていない。NCC の下で関係機関

が協調して活動を行った結果、母子健康手帳を用いた MCH/RH サービスがパレスチナの保

健サービスのなかに定着しつつある。また、本プロジェクト開始以降、産前ケア、産後ケ

ア、乳幼児ケアを受ける母子の数は大きく向上し、その多くが母子健康手帳を活用してい

る。また、母子健康手帳は既存のリファラル用紙を補強する形で医療機関に活用されてい

ることから、産前ケアから病院での出産、産後ケアや乳幼児ケアの一貫性の向上を可能に

している。 
このような質・量の両面での MCH/RH サービスの向上が特にヨルダン川西岸地区で確認

されているが、出産時の情報の病院から 1 次医療施設へのフィードバックや母子健康手帳

の配布のタイミング（効果的な産前ケアのための妊娠初期の配布）、民間病院での母子健康

手帳運用については向上の余地があることが確認された。これについて、プロジェクトは

残りの期間で取り組みを強化することを予定しており、プロジェクト期間終了後も取り組

みが継続されることが望まれる。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
保健庁は「パレスチナ国家保健戦略（2011～2013）」のなかで質の高い MCH/RH サービス

を重視しており、これに加えて、同戦略は「人材育成」と「組織開発」を優先課題に位置

づけている。また、同戦略では乳幼児の健康向上が減速していることを指摘している。他

方、わが国は「国際保健政策 2011～2015」において、「人間の安全保障」の実現を通じたミ

レニアム開発目標（MDGs）達成のため、その課題（ボトルネック）解決に焦点を当てた効

果的・効率的な支援を実践する」とのビジョンを示し、「乳幼児死亡の削減（MDG 4）」と

「妊産婦の健康改善（MDG 5）」に係る母子保健を同政策の重点分野に位置づけている。ま

た、MDG 4 及び 5 の実現のために同政策では「EMBRACE“Ensure Mothers and Babies Regular 
Access to Care”」を新しい支援モデルとして提唱し、産前から産後まで切れ目のない手当を

確保することをめざしている。 
他方、本プロジェクト開始以前は各組織で独自の方法でサービスを提供しており、統一

された MCH/RH サービスの提供がないことが問題となっていた。本プロジェクトでは NCC
による保健庁のほか UNRWA や主要な NGO の協調のもとで管轄の医療施設に母子健康手帳

が導入され、看護師や助産師によって提供される MCH/RH サービスも母子健康手帳を活用

することにより統一化とサービスの連続性強化が図られた。 
上述のとおり、プロジェクト目標とパレスチナ保健政策、ターゲットグループのニーズ、
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日本の援助政策との一致度が高いことから、終了時評価時点においても本プロジェクトの

妥当性は高く維持されていることが確認された。 
 
（2）有効性 

以下の理由から、プロジェクトの有効性はおおむね高い。 
本プロジェクトでは、保健庁と他のパートナー機関の協力のもとで全国展開がなされた

母子健康手帳の運用強化（成果 1）及び周産期ケア向上に向けて現場レベルでの人材育成を

行った（成果 2）ことによって、1 次医療施設での周産期ケアサービスの向上に貢献した。

また、プロジェクトでは NCC の設立支援と監督母体としての機能強化を支援した（成果 3）。
母子健康手帳が健康教育やコミュニケーションツールとして使用されるようになったこと

で、地域住民（妊産婦）の MCH/RH に対する知識・意識も向上している（成果 4）。さらに、

プロジェクトは JCC や NCC だけでなく、他の利用可能な調査結果などを活用することによ

って定期的な進捗や成果達成状況がモニタリングされている（成果 5）。 
このように関係者間が協調して取り組んだ結果、プロジェクトによって全国展開された

母子健康手帳が適切に現場で運用され、MCH/RH サービスのなかで定着している。また、

母子健康手帳に基づいた MCH/RH サービスがヨルダン川西岸地区の医療機関の大部分を占

める保健庁、UNRWA、主要な 4 NGO に導入されたことで、これらの医療機関では患者/ク
ライアントが標準化されたサービスが受けられるようになっている。さらに、母子健康手

帳を用いることで、産前ケア—出産—産後ケア/乳幼児ケアが一連のサービスとして提供さ

れるようになったことは、プロジェクト目標である MCH/RH サービスの向上に大きく貢献

している。しかしながら、病院における母子健康手帳の記入や民間医療施設の巻き込みは

今後の課題である。 
 
（3）効率性 

幾つかの内部及び外部条件によりプロジェクトの円滑な実施が一部阻害されたが、効率

性はおおむね高い。 
プロジェクトの前半では、プロジェクトマネジメント上の問題やガザ地区へのプロジェ

クトの介入制限などの内部条件、外部条件によって予測できない活動の遅延があったため、

一定程度効率性が阻害されたと考えられる。しかしながら、中間レビュー以降は活動が整

理され、優先性に従った活動を精力的に実施したことにより、予定されているプロジェク

ト活動は期間内に完了できる見込である。したがって、このような活動の遅延によるプロ

ジェクト目標の達成への深刻な影響は回避されたものと考えられる。 
プロジェクト活動は、多くの既存リソースとの連携のもとで実施されてきた。これまで

述べてきたとおり、母子健康手帳を用いた MCH/RH サービスにかかわる活動は、NCC の下

関係者が協調して効率的に実施されている。本プロジェクトはガザ地区での直接介入が制

限されていたものの、母子健康手帳は、保健庁や UNRWA の努力によって同地区にも順調

に導入された。また、本プロジェクトで行う技術研修は産前ケアを優先的に行うこととさ

れたが、UNFPA が産後ケアの技術研修を行ったことから、PHC センターの医療従事者は技

術研修が本プロジェクトと UNFPA の研修によって周産期ケア全体についての技術を習得

したと考えることができる。 
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（4）インパクト 
プロジェクトの実施によって、以下に示す正負のインパクトが確認または期待されてい

る。 
母子健康手帳に基づいた MCH/RH サービスは、特にヨルダン川西岸地区においてパレス

チナの保健システムでの定着が認められており、医療機関での MCH/RH サービスは統一化、

標準化されている。上位目標達成を測定する指標のいくつかについて、論理構成や指標と

しての適切性に問題があることが確認されたものの、妊産婦の健康管理への意識が向上し

ていることも確認されていることから、将来の女性や子どもの健康が一定程度向上するこ

とは期待できる。また、ガザ地区では保健庁や UNRWA の医療施設で母子健康手帳が導入

されているが、本プロジェクトでは技術指導などの直接介入は実施できなかった。ガザ地

区の医療施設の MCH/RH サービスを担当する職員への技術指導を如何に実施するか、民間

や NGO の医療施設での母子健康手帳の導入をどのようにしていくかなどは、上位目標達成

に向けた今後の課題として整理される。 
UNRWA が MCH/RH サービスに母子健康手帳の活用を組織全体として採用しており、本

プロジェクトで直接介入ができなかったガザ地区の UNRWA 医療施設への導入を行った。

それに加え、2010 年からヨルダン、シリア、レバノンの UNRWA 管轄の医療施設で母子健

康手帳が導入されており、本件は本プロジェクトの大きなインパクトであると考えられる。

 
（5）持続性 

総合して持続性はおおむね高いが、以下に示すような幾つかの条件が満たされれば、本

プロジェクトの持続性がより向上すると考えられる。 
政策的には、母子健康手帳を活用した MCH/RH の重要性への認識は維持されるものと考

えられる一方で、 民間を含むすべての医療施設における母子健康手帳運用に法的強制力が

あるわけではない。また、母子健康手帳の供給・配布管理の運用メカニズムのない民間医

療施設での導入（配布）が困難な状況であることからも、民間の医療施設での具体的な運

用について、今後 NCC などを活用し、関係者間で政策や戦略が検討されることが期待され

る。これに関連しても NCC は、今後の母子健康手帳運用の持続性の鍵となるものと考えら

れることから、今後も NCC の機能維持のために政策的・制度的支援が維持・強化されるこ

とが望まれる。 
財政面では、保健庁は独自予算の一定額を母子健康手帳の印刷配布に割り当てる意思を

有しており、2014 年以降の印刷予算を何らかの形で確保していくことが保健庁、UNICEF、
JICA 等の関係者間で確認されているものの、実質的な予算の確保は大きな課題である。 

現場レベルの医療従事者の母子健康手帳を用いた MCH/RH サービス提供能力は向上し、

研修のパッケージ化やトレーナーの養成、支援型監督指導など質の維持のためのメカニズ

ムも存在していることから、技術的持続性は期待できる。NCC は保健庁や UNRWA、主要

な NGO の協調のもと監督母体として機能しているが、NCC の実質的な事務局機能はプロ

ジェクトが担ってきた。NCC の監督機能の維持は、今後の母子健康手帳を用いた MCH/RH
サービスの持続性の鍵となることから、プロジェクトは残りの期間で必要な事務局機能を

整理し、適切に保健庁に引き継ぐことが必要である。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
これまで述べたとおり、プロジェクトは NCC の協調のもと UNRWA や主要な NGO との

協力を導いてきた。このようなパートナー機関を NCC メンバーとしてプロジェクトの早い

段階から巻き込んだことで、母子健康手帳の急速な拡大に貢献したものと考えられる。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクト活動は NCC の下で関係機関の協調によって実施されたため、医療施設の種

類やレベルにかかわらず、妊婦や育児中の母親に対するケアを一連のケアとして連結する

ことに貢献したと考えられる。 
 
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 
「効率性」の項で述べたとおり、プロジェクトの前半では、内部条件、外部条件によっ

て予測できない活動の遅延があったため、一定程度効率性が阻害されたと考えられる。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

本プロジェクトの対象地域はパレスチナ全体としているが、プロジェクト開始当初から

プロジェクトの直接介入は、安全上の理由によるヨルダン川西岸地区に制限されている。

ただし、他のパートナー機関や保健庁からの投入がプロジェクトの活動を効果的に補完し

ている。 
 
３－５ 結論 

2006 年にラマラ県とジェリコ県でパイロットとして導入されて以降、母子健康手帳はパレス

チナ全域に急速に広まった。2010 年には、ヨルダン川西岸地区では母親の 10 人に 9 人（89％）、

ガザ地区においても 3 人に 2 人（62％）に行きわたっていることが確認されている。ガザ地区

での手帳配布が 2010 年に開始されたばかりであったことに鑑みるなら、同地区での普及率は更

に高まっていることが想定される。また、プロジェクトが 2012 年にヨルダン川西岸地区を対象

に実施した調査からは、既往歴（95％）、産前健診（97％）、予防接種（97％）、成長モニタリン

グ（98％）など、高い記入率が確認された。さらに、手帳を受け取った母親の 10 人中 9 人（93％）

は健康教育の部分に目を通しており、同 7 人（71％）が保健施設の医療従事者から手帳に書か

れていることの説明を受け、3 人に 2 人（65％）は手帳に書かれている内容を家族と共有したと

回答している。パレスチナで、妊娠・出産・子育てを経験する母親にとって、母子健康手帳は

今やなくてはならない存在となっている。 
比較的短期間で実現したこれらの成果は、保健庁主導の下、JICA、UNRWA、UNICEF、関連

NGO による NCC での調整を通じて共同して取り組んだことに負っている。特に、ガザ地区に

おける手帳の普及は、プロジェクトによる直接支援が限られるなか、主に保健庁と UNICEF に

よって進められたことは特筆に値する。ヨルダン川西岸地区については、延べ 805 人の医療従

事者がプロジェクトを通じて手帳の使い方を学んでいる。 
パレスチナにおいては、移動制限やサービスに対する選考によって、妊娠中の女性が受診医
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療施設を変えることは一般的である。したがって、妊娠・出産や育児の記録を女性が保有する

ことに対するニーズが元々高い環境にある。また、プロジェクトの調査や調査団によるインタ

ビューを通じて、多くの母親が母子健康手帳を従来の家族からの情報を補完する（あるいはそ

れに代わる）信頼できる健康情報源として認識していることが確認できた。 
今フェーズにおいて追加された重要な活動に、母子保健サービスの全体的な質向上をめざし

た取り組みがある。ヨルダン川西岸地区については、プロジェクトの支援で 538 人の医療従事

者・関係者が産前ケアの改善に焦点を当てた研修を受けている。加えて、一般医を対象とした

超音波診断技術に係る研修も、全 12 地区を対象に展開中である。これらに加え、基礎的な医療

機材の供与もなされた。これらの支援もあり、10 人中 9 人を超える（92％）女性が、提供され

る母子保健サービスに満足しているとの結果が、プロジェクトの調査によって確認されている。

現在最大の懸念は、2014 年以降の母子健康手帳印刷経費の確保と、定期的に手帳の内容見直

しを図っていくための仕組みの持続性である。プロジェクトの支援を通じたマネジメントの向

上による重複配布の減少（西岸地区では 163～116％へ）と効率改善、医師・看護師の卒前研修

への母子健康手帳研修の統合（全 16 校中 12 校に導入オリエンテーション実施、うち 2 校が既

に導入済み）は、持続性強化に貢献することが期待される。 
プロジェクト期間中にプロジェクト目標は達成見込みであり、評価５項目はおおむね満足の

いくレベルのものであることから、本プロジェクトは討議議事録（R/D）において示されるとお

り、2012 年 11 月に終了する。 
 
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）本プロジェクト終了までにプロジェクト（保健庁及び JICA）が取るべき措置 
・ NCC 及び NCC タスクフォースの持続性の担保に向けて、パレスチナ側のオーナーシップ

の更なる強化を図るべく、NCC 事務局機能については、簡素化を行ったうえで、保健庁

に移譲すること。母子健康手帳については、定期的に内容の見直しを図ることを NCC の

活動の 1 つとして位置づけ、改訂のプロセスを検討する。 
・ 公立病院における医師の母子健康手帳への記入率を高めることが肝要である。母子健康

手帳の活用の重要性について啓発を行うとともに、記入を促進するようフォローアップ

を行うことが望ましい。 
・ 人材養成機関（大学）の医師・看護師・助産師の養成課程への母子健康手帳の導入に関

し、既に実施した啓発活動のフォローアップを行い、導入を促進すること。 
・ プロジェクトの成果及び教訓について取りまとめ、母子健康手帳の活用促進に係る関係

者のみならず、MCH/RH に係る関係者に対し、幅広く共有すること。 
 
（2）本プロジェクト終了前から終了後も、主に保健庁が取るべき措置 

・ パレスチナ自治政府の公的プロセスに沿って、2014 年以降の母子健康手帳の印刷・配布

に必要な予算を確保すること。また、母子健康手帳に係る計画・予算化・印刷・配布及

びモニタリングに係る保健庁関係部署の役割分担について明確にすること。 
・ NGO パートナーがガザ地区で運営する PHC センターにおいても母子健康手帳が活用され

るよう、調整を行うこと。 
・ 保健庁、または県保健局が保健庁の支援を受けて、保健医療従事者を対象とする母子健



 

x 

康手帳の効果的な活用に係る継続研修を計画・開催すること。開催にあたっては、プロ

ジェクトで開発した研修パッケージが活用できる。 
・ 民間セクターにおける母子健康手帳の活用に係る政策・戦略の策定、また実際の介入に

ついて NCC において協議すること。民間セクターからの代表者を NCC に迎え、検討を

進めることも一案である。 
 
（3）プロジェクト終了前から終了後も、主に JICA が取るべき措置 

・ 中東地域及びその他の地域のニーズ・関心に応じて、母子健康手帳の普及にかかる技術

リソースとしてプロジェクト関係者の協力を得て、パレスチナの経験を共有する場を設

けること。 
 
３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

・ パレスチナにおいては周産期ケアに携わる関係機関が多いことから、フェーズ１より関

係機関との調整及び連携の基盤ができていたことが、パレスチナ全域における母子健康

手帳の普及が早期に達成した大きな要因であった。母子健康手帳開発段階より関係機関

を巻き込んだことで、それぞれのオーナーシップの醸成が促進されたことにより、プロ

ジェクトでは直接関与することのできなかったガザ地区においても、関係機関の努力に

より母子健康手帳が普及されるという成果につながった。関係者が多岐にわたる場合、

NCC のように、被援助国政府のリーダーシップの下で関係者間の調整を図るための仕組

みが機能することが有効である。 
・ パレスチナにおいては、母子保健にかかわる保健医療サービスへのアクセスが比較的容

易であるという環境が、母子健康手帳の普及・活用に貢献していると考えられる。十分

な訓練を受けた保健医療従事者が多く、彼らの存在が重要な役割を果たしたものと思わ

れる。母子健康手帳の導入においては、当該国の保健医療事情に係る分析を行い、状況

に応じて、サービス提供に係る強化を母子健康手帳の導入と同時並行で行うことが求め

られる。 
・ 本プロジェクトにおいては、プロジェクト期間終了後も母子健康手帳が継続的に利用さ

れるよう、印刷・配布にかかる予算確保について、先方政府とプロジェクト期間中に協

議を重ねた。持続性の担保のため、先方政府とのコストシェアについては協力期間中に

取り組まれることが望ましい。また、先方政府の実施機関に対するプロジェクトの運営

面での引き継ぎについても、協力期間終了までの間に段階的に行われるべきである。加

えて、本プロジェクトでは活動の一環として母子健康手帳の利用に係るインパクト評価

調査を行ったが、このようにプロジェクトによる介入の効果及びコストパフォーマンス

に係るインパクト評価を行うことにより、政策へのアドボカシーを可能にするためのエ

ビデンスを得られることから、評価の対象となるパイロット活動と組み合わせ、プロジ

ェクト活動の一環として取り組まれることが望ましい。 
・ 本プロジェクトでは PDM の改訂を複数回行っているが、指標の一部については明確な達

成度が規定できていないものや、途中段階より追加したことによりベースラインのデー

タが入手できず、介入前後の比較が行えないものもあった。成果やプロジェクト目標の
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達成度を測定するための指標は、客観的に測定可能な数値目標や達成していることを示

す状態、達成時期などが網羅されている必要がある。計画段階で具体的な目標値などの

設定が困難な場合はベースライン調査等を実施し、新規活動開始後にできるだけ早期に

決定することが望ましい。 
・ 終了時評価調査において、本プロジェクト指標の一部について、民間病院/PHC センター

数等の入手が困難であるものや、上位医療施設へのリファラル率等の尺度として適切で

ないものも見受けられた。このため、各指標については、最終的な評価のみに使用する

のではなく、内容によってはモニタリング評価に有効利用し、定期的に成果をモニタリ

ングできる仕組みをプロジェクト計画時点から包含し、プロジェクトを運営することが

望ましい。これにより、指標そのものの論理的検証が行われ、PDM（Project Design Matrix）
上の不整合などの問題に早期に対応できるものと考えられる。 

 




