
２．事業の目的と概要 

（１）上位目標 対象地域において、地域に根差した保健システムの強化を通じて、妊産婦および

新生児の死亡リスクが削減される。 

（２）事業の必要性（背

景） 

 

（イ）事業実施国における保健ニーズ 

ミャンマーの 5 歳未満児死亡率および妊産婦死亡率は、それぞれ 52/1,000

人、200 人/100,000 人と近隣の東南アジア諸国に比べて非常に高く

（UNICEF:2012, 2010）、ミレニアム開発目標(以下 MDG)を 2015 年までに達成する

ためにも取り組みをさらに強化する必要がある。 

5歳未満児死亡の約80%が乳児死亡であり、とりわけ、そのうちの40%が新生児

死亡に集中している（2009-10 年複数指標クラスター調査）。その主な死亡原因

は、早産・低体重（31%）、敗血症（25%）、仮死（24%）などである（2002-3 年 5 歳未

満児死亡の原因特定調査）。一方、妊産婦死亡の原因は分娩後出血（32％）が

最も多く（2004-5 年妊産婦死亡の原因特定調査）、いずれも妊婦検診、医療従事

者による分娩介助、ハイリスク妊婦の施設分娩、産前・産後ケアなど適切な介入

によりリスクを減らすことが可能である。 

また、妊産婦死亡の 89%、5 歳未満児死亡の 87%は農村部で起きており（保健

省：2002-03）、農山村における乳児の死亡リスクについて言えば、都市と比べて

1.7 倍高い（2009-10 年複数指標クラスター調査）。このように、昨今、都市部の発

展が進む一方、地方農村には民主化や経済発展の恩恵が行き届きにくいのが現

状であり、農山村遠隔地域の新生児および妊産婦に基礎的な保健サービスを提

供することが喫緊の課題である（ミャンマー政府保健省「子どもの保健に関する 5

カ年戦略計画 2010-14」、「リプロダクティブ・ヘルスに関する 5 カ年戦略計画

2014-18」）。 

このように、地方農村部においては、母子ともに安全なお産を行うために、特に

適切なケアや緊急事態への対処が必要とされ、最も脆弱な立場にある妊産婦と

新生児の死亡リスクをなくすことは、我が国の国際保健外交戦略の重点戦略の

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジとの整合性も高い。さらに、上述の通り、当該事

業は MDGs 第 4&5 目標（乳幼児死亡率の削減及び妊産婦の健康の改善）、ミャ

ンマー政府保健省の子どもの保健およびリプロダクティブ・ヘルスに関する 5 カ年

計画、我が国の対ミャンマー経済協力方針の国民の生活向上のための支援（少

数民族や貧困層支援）に合致するものであり、実施する必要性は十分に高いとい

える。 

（ロ）事業地の選定について 

2012 年以降、民主化と国民和解の進展により、カレン州やカヤー州などに支

援が集中する一方で、州（State）内の一部地域で現在も武力衝突が散発してい

るカチン州や、地域（Region）内でもカレン族など少数民族が多く居住しているバ

ゴー地域東部の辺境タウンシップなどへの支援は行き届いておらず、国内農山

村地域における支援の地域偏重が大きな課題となっている。 

そこで、保健省の関係部署、カチン州およびバゴー地域の保健局、在ミャンマ

ー日本大使館との協議を経て、未だ海外からの支援が計画されておらず十分な

支援の恩恵を受けられていないカチン州およびバゴー地域において複数のタウ

ンシップを選定し、現地調査を実施した。その結果、以下のタウンシップの各ルー

ラル・ヘルス・センターが管轄するエリアにおいて、母子の安全なお産にとって重

要な保健サービスの利用率が特に低く、その結果、妊産婦および新生児の生命

がリスクに曝されていることが確認された。 

 



タウンシップ  

ルーラル・ヘ

ルス・センタ

ー 

妊産婦人数 

(推定) 

5 歳未満児 

人数 

妊婦検診率 

（4 回以上） 

医療従事者

による 

分娩介助率 

施設分娩率 

全国平均   83% 71% 36% 

ミッチーナ 
Maw Poung  1,034 5,624 59% 36% 3% 

Naung Nan  681 3,923 73% 60% 17% 

オーク 

トウィン 

Wahti  576 2,491 29% 31% 4% 

Bawdekone  573 2,821 7% 25% 0% 

 

事業対象地においては、上記のとおり母子保健サービスの利用率が全国平均

と比較して低く、その主な要因として、下記の 4 点が考えられる。 

１． 母子保健および保健サービスに関する知識不足 

• 多くの母親が、妊産婦・新生児の危険な兆候、母乳育児などに関する母子保

健の知識と妊娠期の基礎的な保健サービスの理解が不十分である。 

２．妊産婦、新生児の保健サービスへのアクセス困難 

• 村の妊婦や子どもたちにもっとも近いところで、感染症の初期対処や妊娠・子

育てのカウンセリング、助産師と共に普通分娩の介助、母子保健に関する啓

発活動などを担うのが補助助産師※であるが、その育成と普及が遅れている

ため、多くの村の新生児・妊産婦は、保健サービスを受けるために遠路自転

車や徒歩で移動するなど、多大な労力を要する。ミャンマー保健省は、助産師

などの医療従事者がすでに配置されている以外のすべての村に 1 名の補助

助産師を配置することを目標にしている。事業対象地 142 村に補助助産師は

41 名おり、そのうち、医療従事者が配置されている 22 村（カチン州ミッチーナ：

12 村、バゴ―地域オークトゥイン：10 村）を除いた 120 村においては、31 名

/120 村(カチン州ミッチーナ：12 名/48 村、バゴー地域オークトゥイン:19 名/72

村)の配置にとどまっている。 

※ミャンマー保健システムにおいて、村の住民から育成される補助助産師は、

その村に居住し、助産師の指導・監督のもと、自分の住むコミュニティにおいて

上述のような基礎的な保健サービスを提供する無償のボランティア。(ミャンマ

ー保健システムの概略図は、別添を参照) 

３．保健人材の新しい知識・スキル不足と適切な保健施設の欠如 

• 事業対象地の助産師全 68 名（カチン州ミッチーナ：40 名、バゴー地域オークト

ゥイン：28 名）が、妊産婦・新生児ケアに関する研修を受ける機会がなかった。 

(2013 年タウンシップ評価報告書)。新しい医療技術に基づいて、緊急産科ケア

や新生児蘇生法などのガイドラインが新しく作成・改訂されており、保健省の新

しいガイドラインに則した研修を受講する必要がある。 

• 保健システムの最末端で母子保健サービスの拠点として位置づけられている

サブ・ルーラル・ヘルス・センター(以下 SRHC)は、村役場の 1 室や村の小屋な

どを拠点としており、患者のプライバシーの保護や安全・衛生・設備の観点か

ら適切な施設とは言えない（対象地域に存在する 18 か所の SRHC のうち、保

健省の基準を満たす建物は 1 か所のみ）。 

４．保健システムにおける各層間の連携不足 

• ルーラル・ヘルス・センター※(以下 RHC)-SRHC 間、SRHC-コミュニティ間のモ

ニタリングが十分に機能しておらず、出生登録の記録や村での保健活動の報

告も統一されていない。 

※ルーラル・ヘルス・センター（RHC）は、一般的に 4～6 つの SRHC を管理する



上位の保健施設。通常、ヘルス・アシスタントが長を勤め、婦人保健師（LHV）、助

産師、公衆衛生士等の医療従事者が勤務し、外来患者と入院患者を受け入れ

る。4 つの対象地域にそれぞれ 1 つずつ存在。 

（ハ）これまでの同国内類似事業における成果 

当会では、同国内にてこれまでも母子保健事業を実施してきており（「４．その

他（１）事業実績」を参照）、成果をあげている。例えば、現在ヤンゴン地域クンジ

ャンゴン・タウンシップやマグウェイ地域ソー・タウンシップ等 3 地域 6 タウンシップ

で実施している3年事業では、1年次に活動を開始した村において、保健ボランテ

ィアによる 4 回の産前訪問を受けた産婦の割合が 1 年次に 48％であったのが 3

年次には90%に上昇し、妊娠期の鉄・葉酸剤の推奨量摂取率は48％が87％へ上

るなどの成果が出ている。中でも、農山村地域において、妊産婦の生命にとって

極めて重要な安全なお産（医療従事者による分娩介助率：47％→56％、施設分

娩率：22％→33％）が着実に促進されていることは、特筆すべき成果であるといえ

る。本事業では、これらのこれまで実施してきた事業で効果が立証されている手

法を活かしながら、より現地当局の仕組みを活用したアプローチをとることで、一

層汎用性と持続性を確保しながら事業を実施する予定である。 

 

（３）事業内容 

 

本事業では、現地保健当局カウンターパートとの連携による協働作業を通じ

て、安全なお産と健康な赤ちゃんの誕生を促進する保健システムの強化に取り

組む。事業全体の構成は、我が国の国際保健外交戦略の具体的支援策として挙

げられている支援アプローチに基づき、コミュニティ・ベースのアプローチ（コミュニ

ティおける基礎的な母子保健サービスへのアクセス向上）と施設ベースのアプロ

ーチ（保健・医療施設における保健サービスおよび質の強化）を統合した包括的

なデザインとなっている。各アプローチの活動内容は以下の通り。 

【コミュニティ・ベースのアプローチ】 

（2）で述べた妊産婦の母子保健および保健サービスに関する知識不足に対し

て、補助助産師が中心となって妊産婦・新生児ケアに関する保健啓発活動や妊

産婦の家庭訪問などを行い、妊産婦・新生児の健康増進につながる知識を向上

させ、さらに行動変容を促す。 

また、妊産婦による保健サービスへのアクセスが困難である状況に対して、医

療従事者のいない村で、基礎的な母子保健サービスを提供する補助助産師の候

補生 81 名を選考し、そのうち 40 名を新規に育成(ミッチーナ・タウンシップ：20 名、

オークトゥイン・タウンシップ：20 名)する。残りの 41 名は、研修生を受け入れる各

タウンシップ保健局の能力を考慮し、2016 年に研修を実施することとし、本事業

期間中においては、女性・新生児の健康に関する研修を受け、補助助産師の候

補生として地域の保健活動を行う。その他、補助助産師によるコミュニティでの保

健サービスを側面支援するため、地域住民からなる村の保健委員会の活性化を

行う。 

※本事業とは別に、補助助産師 10 名が保健省により育成され、医療従事者の

いない 8 村（各村 1 名）に配置される予定。 

【施設ベースのアプローチ】 

事業対象地域のふたつのタウンシップで従事する助産師 68 名に対して、保健

省の最新のガイドラインに則った緊急産科ケア、家族計画、新生児ケア、子ども

の栄養に関する技術研修を支援する。加えて、タウンシップ保健局が毎月定期的

に実施している医療従事者への継続学習の場をさらに効果的に活かすため、最

新の医療・保健技術を関係者間で共有したり、季節ごとに流行する疾病予防に関



する講義などを開催したりして、学習と実務が効果的につながるように支援する。 

また、事業対象地における SRHC の劣悪な状況を改善するため、保健当局と

の協議で合意された最もニーズの高い 5 か所の SRHC を新規建設する(ミッチー

ナ・タウンシップ：3 か所、オークトゥイン・タウンシップ：2 か所)。 

さらに、 現地保健システムの RHC-SRHC 間、SRHC-コミュニティ間のモニタリ

ング・報告機能が不十分であるため、補助助産師からタウンシップ保健局職員ま

での各層への働きかけを行うことに加え、各層間の定期的な会合や能力強化の

研修支援を実施する。 

具体的には、下記の 4 活動から構成される。 

【活動 1】コミュニティでの保健教育活動 

• 事業開始にあたり、事業目的と活動、地域住民の参加の重要性を説明するた

め、村のリーダーや受益者とのアドボカシー・ミーティングを、すべての対象村

で開催する。補助助産師によるコミュニティでの保健サービスを側面支援する

ための地域住民からなる村の保健委員会の活性化を促すセッションを行う。 

• 妊産婦、1 歳未満の子どもを持つ母親・父親・祖父母を含む養育者、子どもの

ケアに影響力のある村のリーダーを対象とし、妊娠・出産・出産直後の安全な

ケア、早産・低体重のリスクへの適切な対処の啓発、母乳育児の推進などをテ

ーマとした保健啓発活動（すべての対象村で 4 回実施） 

• 妊娠・分娩・新生児に関する危険な兆候に関するビデオ・セッションを通じた新

生児・妊産婦ケアに関する保健知識の啓発活動（すべての対象村で 2 回実施） 

• 保健センターの積極的な活用を促すための、地域住民を対象とした保健センタ

ーへの視察訪問（すべての対象村で 1 回実施） 

【活動 2】補助助産師の育成と保健活動の支援 

• 補助助産師の候補生 81 名の選考、そのうち 40 名の補助助産師の育成支援 

(ミッチーナおよびオークトゥインにて、6 か月間の研修を実施) 

※残りの補助助産師の候補生 41 名に対しては、研修生を受け入れる各タウン

シップ保健局の能力を考慮し、2016 年に研修を実施する予定。 

• 補助助産師(対象地域にいる新旧すべての補助助産師 91 名：既存41 名、本事

業による育成 40 名、保健省による育成 10 名)および補助助産師の候補生（41

名）による妊婦家庭訪問（カウンセリングの提供、母子手帳、おくるみ、安全な

お産キットの配付等）および産婦家庭訪問（補助助産師がいるすべての対象

村で毎月実施） 

• 補助助産師（対象地域にいる新旧すべての補助助産師 91 名）および補助助産

師の候補生（41 名）に対する女性・新生児の健康に関する研修（ミッチーナおよ

びオークトゥインにて 4 日間の研修を 1 回ずつ実施） 

【活動 3】医療従事者による保健サービス強化の支援 

• 助産師 68 人に対する緊急産科ケア、家族計画、新生児ケア、子どもの栄養・

食生活に関する研修支援（ミッチーナおよびオークトゥインにて 5 日間の研修

を 2 回ずつ実施） 

• 地域の保健システムの拠点となる SRHC の建設支援（5 か所）（工期は 5～6

カ月間） 

【活動 4】保健情報管理システムの強化と定期モニタリングの実施支援 

• 定期的な会合の実施による医療従事者間の意思疎通と連携：タウンシップの

すべての医療従事者が参加する継続学習（CME）の開催への支援（ミッチー

ナおよびオークトゥインにて毎月実施） 

• モニタリング会合による RHC-SRHC 間、SRHC-コミュニティ間の意思疎通と連

携：助産師による月次指導ミーティング（補助助産師が SRHC に集まる月例会



議）、RHC 医療従事者との定期的なモニタリング会合の実施（助産師が RHC

に集まる半年に一度の会議） 

• 標準化された報告による各層間の意思疎通と連携：助産師に対する保健管

理情報システム(HMIS)に関する能力強化研修（ミッチーナおよびオークトゥイ

ンにて 2 日間の研修を 1 回ずつ実施） 

（４）持続発展性 当事業では、以下により、持続発展性を確保する。 

- 現地保健局の保健システムの強化に主眼を置き、地域の母子保健サービスを

担う助産師への強化研修や補助助産師の人材育成に取り組むことによって、

事業終了後も彼らを通じて継続的に保健サービスが提供されることが期待さ

れる。 

- コミュニティからタウンシップのレベルまでの各層に働きかけることによって、相

互の連携を強化する。特に、タウンシップ保健局による医療従事者の継続学習

や、RHC-SRHC 間、SRHC-コミュニティ間の定期的な会合や能力強化の研修

支援などを行い、保健局自身がモニタリングを実施する体制を整えることによ

ってオーナーシップを高めていく。 

- SRHC建設完了時に、開所式・引渡式を行い、SRHCの管理・運営を各タウンシ

ップ保健局にハンドオーバーするとともに、助産師が SRHC に常駐し、事業完

了後も地域に根づいた母子保健を提供していく。 

- 村の保健委員会と補助助産師による啓発活動においては、保健の知識の向

上が行動の変容に繋がるように、これまでの当会実施の類似事業において成

果を上げ、コミュニティによる持続性の維持が実証されている多様な手法や教

材を用いるとともに、彼らが事業終了後も持続的に啓発活動を行っていくため

の指導を行う。 

- 参加者自身が事業運営・改善に参加する意義や本事業の目的についての理

解を深め、明確な目的意識を持って継続的に活動に取り組めるよう動機づけ

を行う。 

（５）期待される成果と成

果を測る指標 

本事業は、上述の上位目標を達成するために、妊産婦および新生児の死亡リ

スクを削減するための基礎的な保健サービスの利用率（妊婦検診、医療従事者

による分娩介助、施設分娩、出生時体重の測定）の上昇を目指す。 
これらの保健サービスの利用を促進するために上述の 4 つの活動を実施す

る。期待される成果とそれらを測る指標および目標値は以下の通りである。 

【活動 1】妊産婦および新生児の健康増進につながる知識が向上し、行動が改善

される 

 妊娠・分娩・新生児の危険兆候を理解する妊婦および 1 歳未満児の母親の

割合（ベースライン調査を基に目標値を設定） 

 完全母乳育児を受けている乳児（0 から 5 カ月児）の割合（現状推定値：28%

以下  目標値：42％） 

 生後 1 時間以内に初乳を受けた新生児の割合（現状推定値：52%  目標値：

56％） 

【活動 2】妊産婦、新生児の保健サービスへのアクセスが向上する 

 補助助産師1 名が配置されている村の割合(助産師が配置されている村は除

く)（実施前：25％→目標値：59％） 

 妊娠中、補助助産師による 4 回の家庭訪問を受けた産婦の割合（現状推定

値：23%  目標値：27％） 

 分娩後 2 日以内に、補助助産師による家庭訪問を受けた産婦の割合（現状

推定値：33%  目標値：37％） 



 

 

 

 

 

 

 

  

【活動 3】妊産婦、新生児に対する保健サービスの質が改善される 

 妊産婦と新生児に関する技術研修を受講した助産師の割合（目標値：平均参

加率が 80％） 

 技術研修に参加した助産師の終了時テストの合格点到達率（目標値：70％） 

 保健省の基準を満たした SRHC の割合（実施前：5％→目標値：33％） 

【活動 4】タウンシップ保健局、医療従事者およびコミュニティの連携を通じて地域

の保健システムが強化 される 

 助産師による月次指導ミーティング（コミュニティと SRHC 間の情報共有・報告

と連携）に参加する補助助産師の割合（目標値：平均参加率が 80％） 

 年次指導ミーティング(1 回/半期。SRHC と RHC 間の情報共有・報告と連携)

に参加する助産師・補助助産師の割合（目標値：平均参加率が 80％） 

【指標を確認する方法】 

上述した成果を測る指標は、事前調査、ベースライン/エンドライン調査、活動レ

ポート、テスト結果、およびミーティング参加記録などを通じて確認する。 

≪当該事業の裨益者数≫ 

直接受益者 

新生児 2,864 人 

妊産婦 2,864 人 

研修に参加する母子保健サービス提供者 

 ●助産師：68 名 

 ●補助助産師：132 名 

 

 

200 人 

間接受益者 

事業の計画や啓発活動に参加する地域のリーダ

ー、父親、祖父母などを含む 

143,197 人 

直接受益者 合計：5,928 人 

間接受益者 合計：143,197 人 

 受益者 合計：149,125 人 


