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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 

 

１．案件の概要 

国名：アフガニスタン・イスラム共和国 案件名：リプロダクティブヘルスプロジェクト 

フェーズ 2 

分野：保健医療/母子保健・リプロダクテ

ィブヘルス 

援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第二グループ 

保健第四課 

協力金額（評価時点）：3 億 5,000 万円 

協力期間 

2010 年 5 月～2015 年 5 月 先方関係機関：公衆衛生省リプロダクティブヘルス

部（RHD） 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：技術協力プロジェクト「都市型保健

システム強化」 

１－１ 協力の背景と概要 

（1）協力の背景 

わが国は、2001 年 11 月のアフガニスタン復興支援高級事務レベル会合、続く 2002 年 1

月のアフガニスタン復興支援会合を経て、アフガニスタン・イスラム共和国（以下、「ア

フガニスタン」と記す）への支援を本格的に再開した。同年 8 月には JICA 基礎調査団を

派遣し、JICA の保健医療分野の協力戦略における優先課題として、①女性の健康の向上、

②予防可能な疾病から子どもを守る対策、③特に結核を中心とした感染症対策、④効果的

な保健サービス提供のための公衆衛生省（Ministry of Public Health：MoPH）の実施運営能

力強化の 4 つに取り組んでいくことが MoPH との間で合意された。 

このうち、女性の健康を向上するためには、世界で最も高いレベルにある妊産婦死亡率

〔1,600（出生 10 万対）、2004 年、MoPH〕を下げることが最優先課題とされ、母子保健分

野の個別専門家派遣を経て、リプロダクティブヘルスプロジェクト（フェーズ 1）を 2004

年 9 月から 2009 年 9 月まで実施した。 

フェーズ 1 では、産婦人科、助産、看護管理、産科リファラルシステム、現任研修

（In-Service Training：IST）などの専門家が派遣され、2004 年に設立されたばかりの MoPH

リプロダクティブヘルス部（Reproductive Health Directorate：RHD）及び産科トップリファ

ラル病院であるマラライ病院調査部において組織や制度、保健医療従事者の研修メカニズ

ムなどをほぼゼロの状態から構築・強化していった。このプロジェクトによりリプロダク

ティブヘルス（Reproductive Health：RH）に携わる医療従事者の育成、RHD の制度整備・

能力強化に一定の成果が得られた。 

しかし、アフガニスタンは末端レベルでのサービス提供の多くをドナーの拠出資金によ

り NGO に委託して医療サービスを実施しているため、そのモニタリングはドナー独自で

行っていることが多い。また、人材育成も同様であり、RH サービスの実践に必要な人材

育成を RHD が管理できていないのが現状である。このため、母子保健行政に関する持続

性は阻害されたままの状況に陥っていた。したがって、アフガニスタンにおける母子保健
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行政の持続性を確保するためには、RHD が RH サービスを自らモニタリングし、自ら適切

な施策を立案・実施できるようになる必要があった。同時に、県保健局がこの施策に基づ

き住民のニーズを踏まえた母子保健行政を実践することも必要であった。このような背景

を受け、アフガニスタン政府の要請の下、RHD 及び各県保健局のリプロダクティブヘルス

行政官（Provincial Reproductive Health Officers：PRHO）が RH プログラムの計画、実施、

評価・モニタリング、IST を効果的に実施・運営できるよう、RHD と PRHO の能力強化を

目的として、リプロダクティブヘルスプロジェクトフェーズ 2（以下、「本プロジェクト」

と記す）が開始された。 

今般、協力開始後 2 年半が経過することから、中間レビュー調査を実施することとした。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

母子保健サービスの質が改善される。 

 

（2）プロジェクト目標 

RHD 及び PRHO の RH 行政運営能力が改善される。 

 

（3）成果 

成果 1. RHD の政策策定能力が強化される。 

成果 2. RHD の RH に係る活動調整能力が強化される。 

成果 3. RH プログラムに係る RHD と PRHO のモニタリング・評価（Monitoring and 

Evaluation：M&E）能力が強化される。 

成果 4. RHD と PRHO が、RH サービスの運営に従事しているスタッフを対象とした IST

を立案・運営・評価する包括的な能力が強化される。 

 

（4）投入（評価時点） 

・日本側 

長期専門家派遣：2 名 

（チーフアドバイザー1 名、研修管理/業務調整 1 名） 

ローカルコンサルタント雇用：3 名 

機材供与：地域研修センター向けの助産演習モデル、保育器などの機材（2013 年 3 月まで

に供与予定） 

研修員受入：本邦研修 3 名 

ローカルコスト負担：46,825 千円 

 

・アフガニスタン側 

カウンターパート（C/P）配置：33 名（本省 13 名、PRHO 20 名） 

土地・施設提供：プロジェクト事務所 
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２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 大野 裕枝 JICA 人間開発部保健第二グループ 保健第四課課長 

協力企画 籠田 綾 JICA人間開発部保健第二グループ 保健第四課 

評価分析 小林 美紀 NPO法人 HANDS 

調査期間 2012 年 9 月 8 日～9 月 19 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 

（1）成果の達成状況 

成果 1、2 についてある程度達成されているといえるが、成果 3、4 については成果 1 及

び 2 の達成を待って着手される活動であるため、今後本格的に活動が開始される予定であ

る。詳細は以下のとおり。 

成果成果成果成果 1：：：：RHD の政策策定能力が強化される。の政策策定能力が強化される。の政策策定能力が強化される。の政策策定能力が強化される。 

RH 政策・戦略の改訂にあわせ、各種ガイドライン、プロトコルを現在作成中である。

RH 関連活動のための M＆E ガイドラインは、国家 RH 政策・戦略改訂が遅れたため、中

間レビュー調査時点で作成されていない。M&E ガイドラインが完成し次第、M&E の活動

が実施される予定である。 

 

成果成果成果成果 2：：：：RHD のののの RH に係る活動調整能力が強化される。に係る活動調整能力が強化される。に係る活動調整能力が強化される。に係る活動調整能力が強化される。 

プロジェクトでは、MoPH、UNICEF、UNFPA、WHO、USAID/JHPIEGO、NGO、またプ

ロジェクト自身も参加する RH タスクフォース会議（2 回/月）、日々行われる会議やワーク

ショップの開催運営支援を行っている。そのほか、RHD は技術諮問グループ委員会

（Technical Advisory Group Committee：TAGC）、保健栄養コンサルティンググループ会議

（Consultative Group Meeting of Health and Nutrition：CGMHN）や MoPH 内で開催される

RH 関連の調査に関する会議に定期的に参加している。中間レビュー調査時点で毎月 1、2

部の新しいイニシアティブに関する RHD による報告書が提出されており、30 以上の報告

書が RH タスクフォーク会議によりレビューされている。 

 

成果成果成果成果 3：：：：RH プログラムに係るプログラムに係るプログラムに係るプログラムに係る RHD とととと PRHO のののの M＆＆＆＆E 能力が強化される。能力が強化される。能力が強化される。能力が強化される。 

国家 RH 政策・戦略の改訂が遅れたため、改訂後の RH 政策・戦略に基づいた M&E はい

まだ実施されていない。本活動の基になる新たな M&E ガイドラインを現在作成中である。 

 

成果成果成果成果 4：：：：RHD とととと PRHO が、が、が、が、RH サービスの運営に従事しているスタッフを対象としたサービスの運営に従事しているスタッフを対象としたサービスの運営に従事しているスタッフを対象としたサービスの運営に従事しているスタッフを対象とした IST

を立案・運営・評価する包括的な能力が強化される。を立案・運営・評価する包括的な能力が強化される。を立案・運営・評価する包括的な能力が強化される。を立案・運営・評価する包括的な能力が強化される。 

現存する IST マネジメントガイドラインの見直しが、2012 年 6 月から開始された。ガイ

ドラインが改訂された後、本指標に係る IST が開始される見込みである。 

 

（2）プロジェクト目標の達成状況 

1 つ目の指標「M&E の結果を基に、RH 戦略と計画文書が RHD によって定期的に見直
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され、必要に応じて改訂される」については、国家 RH 政策・戦略の改訂が遅れ、2012 年

7 月に発表されたため、中間レビュー調査時点で改訂後の RH 政策・戦略に基づいた M&E

は実施されていない。今後、RH 政策・戦略を基に M&E が実施され、その結果を踏まえ必

要に応じ RH 戦略と計画文書が改訂される予定である。 

2 つ目の指標「RHD が RH 関連の政策立案・調査プロトコル作成に参加する」は、RHD

が関連の政策や調査プロトコルの作成に参加できるよう、プロジェクトは MoPH の他部署

に働きかけや交渉を続けており、一定の成果がみられる。専門家からのプロジェクト目標

達成状況に関する報告によると、RH 関連の活動に際しては RHD を中心に進めるとの意識

が MoPH の他部署に徐々に浸透しつつある。 

3 つ目の指標「34 県のうち、80％の県で M&E ガイドラインに沿って、PRHO による M&E

（Monitoring and Supervision を含む）が実施される」については、中間レビュー調査時点

では M&E ガイドラインを見直し中であり、見直しが終了した時点で M&E が実施される

予定となっている。また、各県における M&E 活動を円滑に実施するため、PRHO 向けの

キャパシティ・ビルディング研修が実施された。しかしながら、本指標の達成のためには、

PRHO の配置が必須である。現状では、全 34 県のうち在職している 20 名の PRHO 全員が

M&E を実施したとしても、実施率は 58.8％となり目標を下回る。中間レビュー調査時点

では、女性に限定されていた PRHO を男性も務めることができるよう制度を変更し、また

PRHO が不在の場合は、保健情報管理システム（Health Management Information System：

HMIS）担当者に対し研修を行ったうえで M&E を実施し、PRHO の不在による RH 関連活

動への影響を最小限にとどめるべく対策が実施されている。 

4 つ目の指標「公立の 1 次保健施設のうち 90％が RHD の IST ガイドラインに沿って研

修を受けた助産専門技能者を有するようになる」は、専門技能者のための研修に関するデ

ータベースができておらず、RHD にデータが完備されていないため、ベースラインとなる

数値が設定されていない。基礎的緊急産科・新生児ケア（Basic Emergency Obstetric and 

Newborn Care：BEmONC）、家族計画（Family Planning：FP）の分野では一定の成果がみら

れる。全国約 3,000 名の助産専門技能者のうち、約 600 名が BEmONC、約 100 名が FP の

研修を受けた。今後成果 4 に関する活動が進捗するにつれ、データが整備されていく予定

である。 

 

（3）実施プロセス 

プロジェクトでは適切なタイミングで PDM 改訂を実施したが、国家 RH 政策・戦略改

訂プロセスの遅れが、プロジェクト実施に影響を及ぼした。また、プロジェクトは治安の

悪化等多くの外部要因の影響を受けた。 

1）適切なタイミングでの PDM 改訂 

2011 年 2 月に、プロジェクト枠組みのなかで追加的な活動を行うこと、及び指標の明

確化を目的に PDM が改訂された。改訂版 PDM（Version 2）では、プロジェクト目標を

達成するために必要な活動を具体的に記載した点、またプロジェクト実施の現状を反映

した点で変更内容は適切であったといえる。例えば、成果 2 の追加に関して、他ドナー

等多くの関係者が存在するアフガニスタンの RH 分野では、RHD の日常の活動でドナー

調整や MoPH 内での調整能力強化が不可欠であり、その点を PDM に成果として追加を
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したことは評価できる。タイミングについても、改訂時点で 4 年強という十分なプロジ

ェクト実施期間を残しての改訂であり、適切であった。 

2）国家 RH 政策・戦略改訂プロセスの遅れ 

国家 RH 政策・戦略改訂の遅れのため、同政策・戦略に基づく活動が影響を受けた。

国家 RH 政策・戦略（2011～2016 年）は 1 年間にわたる準備・協議ののち、2011 年 12

月に施行の予定であった。しかしながら、アフガニスタン死亡率調査（Afghanistan 

Mortality Survey：AMS）の結果、母子保健統計が大幅に改善したことを踏まえ、改訂版

政策・戦略発表直前に現状の RH サービス拡大に代わり、サービスの質の改善に政策の

重点を変更することが他ドナーより提案された。そのため、改訂に係る議論が再び行わ

れたが、MoPM は現在の RH サービス拡充政策を変更しないこと、及び政策・戦略内の

指標の数値は AMS を基に変更することを決定した。その後、2012 年 7 月に改訂版国家

RH 政策・戦略が発表され、施行された。プロジェクトでは、政策・戦略の発表前に RH

に関連する活動のガイドライン作成等の準備を進めており、改訂の遅れの影響を最小限

にとどめるべく可能な活動を実施した。 

3）外部要因 

アフガニスタンの治安悪化のため、多くの面でプロジェクトの活動が制限された。以

下は、負の影響の例である。 

・日本人専門家による活動現場視察が制限されているため、RH サービス利用者の状況

等の情報収集が必ずしも効率的とはいえない場面がみられた。 

・ワークショップ等の活動の遅れが発生した。 

・2011 年の JICA 安全対策方針の変更により、日本人専門家派遣数を 2 名から 1 名に削

減することとなった。 

・JICA 安全対策に従い、プロジェクト開始時に設置された MoPH 内のプロジェクト事

務所ではナショナルスタッフ及びローカルコンサルタントのみが勤務することとな

り、日本人専門家は JICA 敷地内に新たに設置した事務所で勤務することとなった。 

・治安の悪い地域での勤務を拒否するスタッフが多く、各県で勤務する PRHO の採用が

困難である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

本プロジェクトは以下の理由により妥当性は高いと考えられる。 

1）政策/戦略面での妥当性 

アフガニスタンの政策に関しては、アフガニスタン国家開発戦略（Afghanistan National 

Development Strategy：ANDS）の経済社会開発分野で保健セクターが 3 つの柱のうちの

1 つとして位置づけられている。2015 年までに妊産婦死亡率（Maternal Mortality Ratio：

MMR）を半減し（対 2002 年比）、さらに、2020 年までに 4 分の 1（対 2002 年比）とす

ることをめざしている。日本側では、アフガニスタンにおける保健分野支援は、日本の

ODA 政策のなかでも、優先度が高い分野である。 

2）プロジェクトデザインの妥当性 

本プロジェクトは、RHD や PRHO のマネジメント能力強化により公平かつ適切にア
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フガニスタン国内で RH サービスが提供されることをめざしている。本プロジェクトは、

フェーズ 1 により確認されたニーズに基づくものであり、実施の妥当性が高いといえる。

また、アフガニスタンの地方部では、基礎的保健医療サービスパッケージ（Basic Package 

of Health Services：BPHS）を、ドナーからの資金を利用して NGO に委託し実施してい

る。BPHS に含まれる RH サービスの質の向上のためには、中央レベル、地方レベルの

行政官のモニタリング能力の向上と、M&E システムの構築が必要である点からも、プ

ロジェクトの妥当性は高い。 

 

（2）有効性 

下記に基づき総合的に判断すると、本プロジェクトの有効性は中程度と考えられる。 

1）プロジェクト目標の達成状況 

国家 RH 政策・戦略の改訂が遅れたため進展をみせていない活動はあるもの、RH に

かかわる政策立案や調査プロトコル作成での RHD のかかわりにおいては、進展がみら

れる。MoPH の他部署に、RH 関連の活動に際しては RHD を中心に進めるとの意識が徐々

に浸透しつつある。本プロジェクトでは国家 RH 政策・戦略の改訂と同時に個別の活動

のガイドラインや調査プロトコル作成に向けた活動を行っていたため、実施期間終了時

にプロジェクト目標を達成する可能性はある。 

2）プロジェクト目標達成と成果の因果関係 

PDM（Version 2）にはプロジェクト目標の達成に必要な 4 つの成果が含まれており、

有効性が認められる。特に、成果 2 は RH 関連活動における RHD の MoPH 内における

調整、及び MoPH とドナー間の調整能力向上をめざしており、他ドナーや多くのステー

クホルダーがかかわるアフガニスタンにおいて、RHD が主体的に活動していくために特

に重要である。そのほか、政策立案、M&E、IST 等 RHD の政策立案・マネジメント面

での能力強化に関する成果がバランスよく含まれている。 

 

（3）効率性 

以下の理由により、本プロジェクトの有効性は中程度と考えられる。 

カウンターパート（Counterpart：C/P）の MoPH の人材不足は極めて深刻である。プロ

ジェクト開始時には 34 県のうち 27 県で PRHO が配置されていたが、2012 年 9 月時点では

20 県において PRHO が配置されており、14 県で PRHO が配置されていない。PRHO を任

命した場合も、治安の悪化により地方での勤務を拒否されることがあり、また給与削減に

より退職する者もいるため、プロジェクト開始時と比較し PRHO が配置されている県の数

は減少している。一方で、上述のとおり、女性に限定されていた PRHO を男性も務めるこ

とができるよう制度を変更するなど、問題解決に向けた努力が行われている。 

日本人専門家に関しては、アフガニスタンの治安状況を理由として JICA がアフガニス

タンに滞在できる専門家の数を制限したため、2011 年 9 月に日本人専門家が 2 名から 1 名

に削減された。この削減を受けて研修評価/業務調整担当の専門家派遣は中止され、プロジ

ェクトの効率性に負の影響を与える可能性があったが、プロジェクトはローカルコンサル

タントを迅速に雇用し、離任した日本人専門家の担当していた業務をカバーすることで活

動進捗への影響を最小限に抑えた。 
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（4）インパクト 

上位目標の達成可能性については、中間レビュー時点では予測ができないが、正のイン

パクトが発現している。 

1）上位目標の達成見込み 

上位目標「母子保健サービスの質が改善される」の達成度見込みについては、中間レ

ビューの時点では予測ができない。2010 年の AMS によると、MDGs 関連指標は妊産婦

死亡率が 327（MDGs 指標設定時 1,600）、乳幼児死亡率が 77（MDGs 設定時 129）と指

標が大幅に改善しており、AMS の結果を基にすると上位目標が既に達成されていること

になる。RH 関係者間で AMS 及びその情報源の信頼性と、上位目標の指標改訂の必要性

について議論がなされていたが、プロジェクトからの情報によると AMS データを採用

する方向になる見込みである。 

2）正のインパクト 

正のインパクトとしては、2009 年より実施中の「都市型保健システム強化プロジェク

ト」の C/P であるカブール県保健局（Kabul Provincial Health Directorate：KPHD）の要請

により、保健施設で勤務する 22 名の助産専門技能者に BEmONC の研修を支援し、M&E

と IST を通じて県当局との関係が深まった。 

 

（5）持続性 

本プロジェクトでは、プロジェクト目標として RHD のマネジメント能力強化に取り組

んでおり、プロジェクト目標が達成されば、組織面の持続性は高まる。プロジェクトとア

フガニスタン側 C/P による種々の努力にもかかわらず、MoPH の自主財源の不足は深刻で

あり、財政面での持続性は非常に脆弱である。一方、多くのドナーが支援している分野で

もあることから、ドナーとの調整能力を高めることにより財政面での持続性が高まる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特筆される要因はない。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

予期せぬ出来事や外部要因に際し、負の影響を避けるため、プロジェクトは現実的かつ

柔軟な対策をとってきた。例えば、国家 RH 政策・戦略の改訂が遅れた件では、改訂を待

たず、可能な活動から始めたことなどが挙げられる。 

 

３－４ 問題点及び問題を起因した要因 

（1）計画内容に関すること 

特筆される要因はない。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

・国家 RH 政策・戦略の改訂の遅延による影響が、プロジェクト活動のさまざまな点でみ

られた。 
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・治安悪化は、専門家派遣人数、RHD と専門家の活動範囲、また PRHO の配置に影響を

与えた。 

・プロジェクトの直接のターゲットの 1 つである PRHO のうち 14 名がいまだ配置されて

いない。 

 

３－５ 結論 

国家 RH 政策・戦略の改訂の遅れがあったものの、成果 1 及び 2 については、着実に成果を

上げているといえる。国家 RH 政策・戦略改訂版に基づいた実施が想定されている成果 3 と成

果 4 に関連する活動にも遅延がみられるが、プロジェクトは遅延による負の影響を避けるべく

M&E ガイドライン策定等の活動を国家政策・戦略改訂と同時に実施するなどの方策をとって

きたことが確認された。今後は、成果 3 及び 4 に係る活動に注力し、プロジェクト目標達成に

向けた一層の努力が求められる。 

成果 1 に関しては、国家 RH 政策・戦略改訂作業の過程を通じてプロジェクトが OJT 形式に

よる RHD の能力強化支援を行ったことで、今後のガイドライン/プロトコル等の作成を RHD

が自ら実施することが期待される。成果 2 については、国家 RH 政策・戦略の策定や定期的な

（月 2 回）RH タスクフォース会議などの機会を通じて、関係者と密接に協働しており、RHD

が RH 関連の活動を調整するための取り組みが行われている。RHD は MoPH の他部署やドナー、

NGO との調整において、これまで以上の自信をみせるようになっている。 

治安の悪化等の外部要因は多いが、今般の中間レビュー調査では、本プロジェクトは、それ

らの外部要因による制約の下にできる限り円滑にプロジェクト実施するための努力をしてき

ていることが確認された。 

 

３－６ 提言 

・本プロジェクトは RH サービスの更なる拡大と改善のため、RHD と他ドナー間の調整を引

き続き支援するよう提言する。 

・MoPH の人材不足は極めて深刻である。特に PRHO は本プロジェクトの直接の対象である

ことから、MoPH は PRHO 34 名全員の配置をすべく更なる努力を行うことが必要である。 

・2012 年 7 月に改訂版国家 RH 政策・戦略が施行されたことを受け、プロジェクト終了時ま

でのプロジェクト目標達成をめざし、RH に関連する活動を速やかに実施することを提言

する。 

 

３－７ 教訓 

保健分野においてドナーを含めた多くの関係者が存在するアフガニスタンでは、円滑なプロ

ジェクト実施と資源の効率的な利用のため、財政、制度など多くの面でドナー調整が不可欠で

ある。特に、本プロジェクトのようにマネジメント能力に焦点をおくプロジェクトにとっては、

ドナー間での調整が重要となる。よって、PDM に調整関連の活動を含めることは、マネジメン

トに関連するプロジェクトの円滑な実施に有効であると考える。 

 

 




