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１．団体名 認定 NPO 法人 アジア日本相互交流センター・ICAN 

２．プロジェクト

名 

先住民の子どもの事業 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 フィリピン共和国ミンダナオ島ジェネラルサントス市 

５．支援対象者  345名 

６．事業実施の背

景と必要性 

フィリピン共和国ミンダナオ島ジェネラル

サントス市周辺には、先住民族ティボリやブ

ラアンの村が多く存在する。その山林は、多

国籍企業によるプランテーション化と木材

輸出、住民の炭焼きによって、森林が荒廃し

きっており、このため頻繁に洪水が起き、ま

た地域の気温も上昇し、住民の生計の糧とな

る畑の収穫も減少していた。 

 広大な村には保健所が1つしかなく、月1

回医師、週4回助産師の駐在のみで、同地区

の医療ニーズに十分に応えられていなかっ

た。事実上無医村となっている地域では、適

切な医療処置がなされず簡単に子どもたち

が命を落とす現状があった。 

 

植林の様子(planting) 

７．実施した活動

内容 

1) 保健教育と衛生向上活動 

住民及びバランガイヘルスワーカー43名に

対し、保健教育を計8回行い、延べ256名が参

加し。また、地域巡回診療を2回実施し、293

名の住民が受診した。村の衛生環境を守るた

め、サンホセ村の2地区に住む93世帯にトイ

レを提供した。 

2) 植林活動 

アッパーラバイ小学校に通う子どもたち52

名が、植林活動に参加し、合計430本の苗木

を植えた。 

 

ハーブ薬作りの研修の様子(health) 

８．主な活動成果 ・ヘルスワーカー43名の基礎的な疾病の対処法に関する知識が向上するとともに、へその緒

からの感染が原因で新生児が亡くなるケースが減少した。 

・対象の村において、430本の木が増えた。 
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1. 団体名 特定非営利活動法人 ADRA Japan 

2. プロジェクト

名 

新生児・妊産婦健康改善のための病院建設・医療スタッフスキル向上トレーニング 

3. 申請分野  保健医療支援 

4. 活動地域 ネパール国 ダイレク郡、カリコット郡、ジャジャルコット郡 

5. 支援対象者  各対象地域の妊産婦 

6. 事業実施の背

景と必要性 

ネパールの妊産婦死亡率は途上国の中でも特に高い状況である。病院や診療所へのアクセス

の問題のほか、地域住民の妊産婦や新生児の健康に対する知識及び意識の低さが、医療サー

ビスを受ける機会を阻害している。本事業は、ミレニアム開発目標に定められている新生児

の死亡率改善と妊産婦の健康改善に寄与するほか、ネパール保健人口省が提唱する長期保健

医療改善計画において、現在最も対応が必要とされている分野でもある。 

7. 実施した活動

内容 

・お産センターを 6棟建設した。 

・各お産センターに必要な機材・設備を提供した。 

・郡病院に対し、停電時にも稼働可能なソーラー電気を

設置した。 

・郡リプロダクティブヘルスケア委員会の機能強化のた

めの研修を行なった。 

・VDCレベルにおける保健医療施設マネジメント委員会の

機能強化のための研修を行なった。 

・医療従事者（6名）へのインプラント研修を行なった。 

・出産介助者（12名）への出産介助研修を行なった。 

・医療従事者、助産師、及び郡内の母親グループを対象

とした新生児・妊産婦ケア研修を行なった。 

・世界エイズデー、ネパール政府が定める女性コミュニ

ティボランティアデー、事業対象郡が定める村の祝日に、

マスキャンペーンやリプロダクティブヘルスに関するク

イズコンテストなどの啓発活動を行なった。 

 

ダイレク郡カリガイラ村のお産

センター 

～お産センターの贈呈式の時の

写真～ 

 

女性保健ボランティアへの研修 

～村の女性たちの識字率は非常

に低いため、理解しやすいように

絵を多用した教材を使い、出産前

後の注意点について 

説明している～ 

8. 主な活動成果 事業実施前は、出産は簡易保健所の小さな一室において、ハサミなどの最小限の医療器具の

みを用いて行われていた。本事業で分娩室と診療室を備えたお産センターを建設することが

でき、出産及び周産期ケア専門の施設を備えることができた。ネパール政府が定める「24
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時間出産に対応できる施設」という基準を満たすため、各お産センターにはソーラーパネル

を設置した。夜間の出産の際の照明を確保したのみならず、電力を必要とする医療機器も使

用できるようになった。また、インプラント避妊具の着脱処置ができるようになった人材を

6名育成し、出産介助師も 12名養成した。これらの活動により、ハード・ソフトの両面にお

いて、医療サービスを提供する環境を整えることができた。 

住民の意識改善のために、女性保健ボランティアや母親グループを通じて、出産及び新生児

ケアの方法に関する啓発活動を行なった。先に触れた 12 名の出産介助師が研修を終えた

2012年 10月から 2013 年 3 月までの時点で、6ヶ所の事業実施 VDC（村落開発地域）の年間

予測妊娠数 915 名のうち、240 名が医療施設において出産しており、その割合は 26.23％で

ある。これはダイレク郡全体の助産介助付出産率の平均値である 21.68%に比べると 5%ほど

の改善である。住民への啓発活動は 2013 年 1 月に完了しているが、今後さらなる改善がみ

られると期待している。 

これらの活動により、望まない妊娠の減少、妊産婦の出産準備能力の向上、出産時の安全性

の確保、新生児ケア並びに産後ケアなどを通じた母子保健環境の改善などの成果に繋がる土

台ができた。 
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１．団体名 （特活）アフリカ地域開発市民の会（CanDo） 

２．プロジェクト

名 

ミグワニ県・ムインギ東県における教育・保健事業／ナイロビ市スラムでの教育事業 

３．該当の申請分

野  

教育支援／保健医療支援 

４．活動地域 ケニア共和国ミグワニ県・ムインギ東県／ナイロビ市ムクル・スラム群 

５．支援対象者  小学校・幼稚園の児童・教員・保護／地域住民／高校生 

６．事業実施の背

景と必要性 

環境の厳しい乾燥地、スラムで住民は子どもへの教育を大切に考えているが環境は劣悪で

ある。健康面ではHIVエイズの広がり、妊娠にまつまる母子保健、小学校では妊娠による中

退といった問題がある。 

７．実施した活動

内容 

ミグワニ県・ムインギ東県で― 

◇教室建設・補修：運営能力向上も目的とし

た建設。土壌保全と補修。 

◇学校保健： 教員へのエイズ教育研修。早

期性交渉予防について、教員、保護者、子ど

もへ対象ごとの研修、および教員と保護者の

話し合いの場を作る。 

◇幼稚園での保健促進： 教師への保健研

修。体重計および成長記録活動の供与。保護

者対象の保健活動。 

◇地域住民へのエイズ・母性保護学習会の開

催。基礎保健研修。 

ナイロビ市ムクル・スラム群で― 

◇高校生への補習事業 

 

完成した教室の前で保護者が記念撮影 

 

８．主な活動成果 ◇前年度に開始した5校で教室建設が完了。5

校で運営能力向上等の学習会開催後、建設開

始。3校で教室の基礎保全。4校で構造補修を

実施。 

◇エイズ教育研修（第1～3課程）を修了した

教員はのべ538名。早期性交渉予防研修を10

校で実施。教員100、保護者703、生徒2005

名が参加。 

◇保健研修（前期・後期）を修了した幼稚園

教師はのべ123名。 

◇エイズ・母性学習会は合わせて57回開催。

944人が参加。基礎保健研修は、30準区で開

催。1327人が修了。 

 

早期性交渉予防でコンドームの説明 
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１．団体名 （特活）アフリカ日本協議会 

２．プロジェクト

名 

在日アフリカ人コミュニティ対象の健康相談会、アフリカンキッズクラブ／国際保健、食

料安全保障、アフリカ障害者の 10年、アフリカ子ども学に関する情報提供と政策提言 

３．該当の登録分

野  

保健医療支援／ネットワーク・提言活動 

４．活動地域 日本国内 

５．支援対象者 在日アフリカ人、在日アフリカ人支援に関わる人びと 

６．実施した活動

内容 
・ 在日ウガンダ人コミュニティと連携して健康相談会を準備したが、開催に至らず 

・ 担当スタッフの一人が長期スタディ制度を使ってナイジェリアのNGOから研修と情報

提供を受けた 

・ 医療機関等からの問い合わせに応じて情報を提供した 

・ 報告書、ガイドブックなどをエイズ拠点病院等へ配布した 

・ 個別支援のための電話相談を3カ月行った 

・ 世界エイズ・結核・マラリア対策基金に関わる取り組みに参加し、また、TICAD Vに向

けたプロセスの中で、世界基金の重要性を提起するシンポジウムを開催した。 
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１．団体名 特定非営利活動法人エイズ孤児支援 NGO・PLAS 

２．プロジェクト名 ケニア共和国・ウクワラ母子感染予防事業 

３．該当の申請分野  教育支援、保険医療支援 

４．活動地域 ケニア共和国ニャンザ州ウゲニャ県ウクワラ郡 

５．支援対象者  活動地域における妊娠適齢期のカップルや夫婦などの地域住民 

６．事業実施の背景

と必要性 

支援対象地域の人口は約6万人。この地域は、ケニアの中でもHIV感染率が非常に高く、

ケニア全体でHIV感染率が約8.3％なのに比べて、この県は38.4％にのぼる。この地域で

は、およそ二人に一人の妊産婦が、病院に来て初めて母子感染について知るという現状

があり、母子感染自体を知らない人が多いことが指摘されている。このため、地域住民、

特に妊娠適齢期のカップルや夫婦などへの母子感染予防啓発が必要とされている。 

７．実施した活動内

容 

地域のリーダーに対して、ＨＩＶ/エイズ

や母子感染予防についての研修を行い43

名の啓発リーダーを育成。啓発リーダーた

ちは、4、5名程度のグループを組み、地域

で妊娠適齢期のカップルや夫婦、住民らに

対して、啓発活動を実施。 

 

エイズ予防教育を届ける啓発活動の風景。 

 

啓発リーダーに現地駐在員より感謝状が渡

されます。 

８．主な活動成果 1年間で延べ9,000名以上の地域住民にエイズ予防教育を提供。育成した43名の啓発リー

ダーに年2回のリフレッシャー研修を実施し、HIV/エイズの基礎知識から、エイズやエイ

ズ孤児への偏見をなくすための啓発活動を実施。2009年の本事業開始から累計で21,000

名以上の地域住民にエイズ予防教育を提供してきた。 
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１．団体名 公益財団法人 ケア・インターナショナルジャパン 

２．プロジェク

ト名 

南スーダン「水と衛生改善事業」 

３．該当の申請

分野  

保健医療支援 

４．活動地域 南スーダン共和国 ジョングレイ州トィッチイースト郡 

５．支援対象者  南スーダン共和国 ジョングレイ州トィッチイースト郡地域住民および学校生徒 

６．事業実施の

背景と必要性 

2011年7月9日、スーダンから南部が独立

し、南スーダン共和国が誕生。2005年の

包括的和平合意の締結後、国外へ流出し

ていた難民や国内避難民の帰還を妨げ

ている要因の一つとなっている。 

 特に当該活動地においては、安全な水

へのアクセスが極端に少なく、人々は河

川や水にたまりといった不衛生な水源

に頼らざるを得ない。まだ、トイレなど

の衛生施設の絶対的な不足と衛生習慣

の欠如などが、地域の人々の健康を害す

る大きな要因となっている。 

 このように喫緊のニーズが確認でき

るにも関わらず、輪送手段が制限され、

移動が困難であることから、援助団体の

支援が限られているのが現状である。さ

らに、政府の井戸掘削などの技術能力も

なく、十分な対応策がとられていない。 

 

学校のトイレの横に設置された手洗いタンクを使

う児童 

 

井戸水を汲みにきた女性とCAREスタッフ 

 

７．実施した活

動内容 

1.１６基の井戸の維持管理を行う１６の水管理委員会の活動状況のモニタリングおよび助言

指導。 

2．学校・公共施設へのトイレ１０７基の使用状況のモニタリング。 

3．衛生啓発活動を実施した学校３４校において手洗いなどの正しい衛生習慣が実行されてい

ること確認し、教師・PTA・給食調理担当・生徒に対する助言指導の実施。 
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８．主な活動成

果 

当事業の実施により、16,000人に及ぶ帰還民を含む地域住民が、安全な水へのアクセスを確

保することができた。また、24,452名（25校の生徒18,875名および5,547名の地域住民）がト

イレを利用できるようになり、衛生状況の改善につながった。 

 さらに井戸の設置が女性・女子の水波み時間の軽減につながり、学校トイレの設置が女性

徒の登校進学率の向上や安全確保に貢献するなど、当事業は女性のニーズにも広く答えるこ

とができたといえる。 
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１．団体名 公益財団法人 国際開発救援財団（FIDR「ファイダー」） 

２．プロジェクト

名 

カンボジア小児外科支援事業 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援 

４．活動地域 カンボジア・プノンペン市 カンボジア国立小児病院 

５．支援対象者  ・国立小児病院外科職員（医師・看護師等）：50人 

・研修医及び地方病院の外科医・麻酔科職員：20人 

（間接受益者） 

・国立小児病院外科患者：年間約 9,600人、患者の保護者  

・地方病院（12病院）の小児外科患者：約570人 

６．事業実施の背

景と必要性 

ポル・ポト政権下で、医療施設と医療従事者が失われてしまったカンボジアは、子どもの

死亡率が東南アジアで極めて高い国の一つとなっています。小児医療は、カンボジアの医

療の中でも最も立ち遅れた分野のひとつであり、地方の医療機関では小児外科に関する知

識を持つ医師がほとんどいないのが現状です。 

７．実施した活動

内容 

①国立小児病院外科医師・看護師に対する技術研修：専門家派遣、セミナー開催、研修派

遣等 

②医療器材購入、施設修理：手術棟拡張工事、機器材の購入等 

③地方病院の医師に対する小児外科研修 

① 方病院の麻酔科職員に対する小児麻酔研修：講師謝礼等 

８．主な活動成果 当年度は、国立小児病院手術棟の拡張工事を開

始し、基礎工事及び１階部分の床・壁・天井の工

事まで完了しました。 

並行して、国内への小児外科技術向上のため

に、地方病院の外科医に対する小児外科研修、な

らびに麻酔看護師に対する小児麻酔研修を継続

しました。 コンポンチャム州において、小児外

科基礎シンポジウムを開催し、州内の医療従事者

へ小児外科疾患にかかる基礎知識の周知を行い

ました。 

年度末には、小児麻酔研修を受けた麻酔看護師が

勤務する3病院で、研修の評価を行いました。 

その結果、以前よりも技術的に安定した状態で小

児麻酔の施術が行われていることが認められま

した。また、小児患者用の術後経過室を設置した

病院もあらわれ、地方においても小児外科の重要

性が理解されてきていることが読み取れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手術棟拡張工事 
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１．団体名 特定非営利活動法人 シェア＝国際保健協力市民の会 

２．プロジェクト

名 

保健スタッフ主体の保健ボランティア能力向上プロジェクト 

３．該当の申請分

野 

保健医療支援 

４．活動地域 東ティモール民主共和国アイレウ県 

５．支援対象者  アイレウ県保健スタッフ（56名）、うち県レベルトレーナー（16人）、保健センター長（4

人）、保健ボランティア（203人）、最終受益者 アイレウ県住民（4万5千人） 

６．事業実施の背

景と必要性 

東ティモールでは、基本的な衛生環境が未

整備で、予防可能な感染症で命を落とす人が

少なくない。2007年からは同国で開始された

ばかりの保健ボランティア育成プログラム

をサポートする活動を山岳地帯であるアイ

レウ県で開始した。このプログラムは、村民

から選ばれた保健ボランティアが中心とな

って、月に一度村で行われる健診活動を進め

ていくものである。当団体は、同国における

13年間の保健教育推進活動の経験を生かし、

県保健行政機関の運営能力強化を通じて、保

健ボランティアの育成や健診活動のモニタ

リング等を支援している。 

戸別訪問を行う保健スタッフと当会スタ

ッフ 

県レベルトレーナー対象研修の様子 

７．実施した活動

内容 

2012年度の主な活動は以下の通り： 

1月  県レベルトレーナーとの年次計画策定会議 

2月  世帯登録プログラムの全戸調査実施 

4月  世帯登録プログラムの振り返りワークショップを開催 

5月  県レベルトレーナー研修 

6月  保健ボランティア対象研修（4郡各2日間開催） 

7月  4郡の保健センターで住民及び保健ボランティアとの会議 

9月  ラハエ村で栄養教育のためのSISCa菜園作り 

10月 郡保健センターでの定例会議 

11月 県保健局と年間の評価及び次年度活動計画策定会議 

その他、郡保健センタースタッフと共に毎月村での健診活動のモニタリングを行った。ま
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た、隔月で各郡保健センターとの評価会議を実施し、保健事業の計画と評価を行った。 

８．主な活動成果  SISCa（包括的地域保健サービス）にアクセスできていない家庭の実態が保健センター

によって把握された 

 保健センタースタッフと共同でアイレウ県の10か村で戸別訪問を行い、住民登録

の実態の再確認を行い、予防注射を受けたことのない乳幼児や母子手帳を持って

いない家庭の実態調査を行った。 

 保健スタッフが僻地の家庭を戸別訪問することで、厳しい村人の暮らしや衛生状

況を目にし、SISCa活動の強化への意識が高まった。 

 県レベル、村レベルの保健人材の能力向上 

 県レベルトレーナー対象ワークショップを年3回実施した 

 村の保健ボランティア対象の保健教育研修を年1回実施した 

 保健センターと住民との連携促進 

 住民会議を5つの村で合計6回開催し、地域リーダーを中心に、SISCa参加率や予防

接種受診率の向上について活発な意見交換及び計画立案が行われた。 

 新規教材開発 

 身近に手に入る素材であるココナツを使って、乳幼児の下痢と脱水への対策につ

いて学ぶココナツ人形を作成し、保健ボランティアへ研修を行った。 
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１．団体名 公益財団法人 ジョイセフ 

２．プロジェクト

名 

ザンビアの農村地域における妊産婦支援プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援 

４．活動地域 ザンビア国コッパーベルト州マサイティ郡フィワレ地区 

５．支援対象者  妊産婦（新生児を含む）、女性 17,000人 

６．事業実施の背

景と必要性 

ザンビアの農村地域では、妊婦の約7割が、

不衛生な環境の中、医師や助産師の介助を受

けずに自宅で出産しており、母体に異変が起

きても治療を受けられず、多くの妊産婦が出

血多量などで命を落としている。保健施設ま

での遠い距離、保健施設に行っても陣痛が始

まるまで体を休めるスペースが整備されて

いないこと、助産師の介助や施設分娩の大切

さが村人に十分に理解されていないことな

どの課題への取り組みが求められている。妊

産婦への支援は、新生児の命を守ることにも

つながる。 

保健センターに出産キット（消毒液、ゴム手

袋、産後用ナプキンなど）を寄贈した。 

７．実施した活動

内容 

IPPF（国際家族計画連盟）ザンビアと協働で、主に以下の活動を実施した。 

1．保健施設の分娩サービスの質の向上 

1）保健センター（フィワレ、ムコルウェの 2か所）への分娩用資機材の供与 

分娩ベッド、医療用カーテン、鉗子、新生児体重計、縫合用機材・備品、点滴台、酸素用

ボンベ等の分娩用資機材の供与を行った。 

2）施設での出産に必要な備品（消毒液、ゴム手袋等）の支援 

出産に最低限必要なキット（消毒液、ゴム手袋、産後用ナプキンなど）500 セットを、フ

ィワレ及びムコルウェ保健センターに寄贈した。経済的な理由で妊婦がキットを用意でき

ず、保健施設に行きにくいとの意見が多く挙げられていた。 

2．母子保健推進員による啓発教育活動強化 

1）母子保健推進員に対する研修の実施 

プロジェクト地区 25 村の母子保健推進員 140名に対し、母子保健に関する再研修を実施し

た。内 40名に対しては、家族計画サービス提供に関する集中研修を行った。 

2）母子保健推進員による家庭訪問を通した妊娠・出産に関する啓発教育活動の実施、保健

施設での産前・産後検診の促進、出産計画・準備支援 

140 名の母子保健推進員より、妊産婦や女性、またパートナーの男性を対象に、家庭訪問

やコミュニティでの啓発教育活動を通じて、妊娠・出産に関する情報提供、産前・産後健

診や施設分娩の促進、家族計画のカウンセリングや避妊薬（具）の配付などを行った。 

８．主な活動成果 保健センターの設備・備品の充実化や出産に

必要な備品の支援により、地域の女性たちが

安心して出産介助を受けられる環境整備を

進めた。 

母子保健推進員は、計 473 回、のべ 9200 人

の妊産婦と女性に、産前産後健診の受診と施

 

 

村の各家庭を訪問した母子保健推進員は、妊

産婦と女性に産前産後健診の大切さを伝え

るとともに、マタニティハウスの利用と施設

分娩を呼びかけた。 
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設分娩を呼びかける啓発活動を実施した。 

マタニティハウス（出産待機ハウス）の利用

促進と連動させた啓発活動の結果、対前年度

比で、産前産後健診及び施設分娩がそれぞれ

11％、16％増加し、プロジェクト地域におけ

る妊産婦死亡ゼロに貢献した。 
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１．団体名 障害分野 NGO 連絡会（JANNET） 

２．プロジェクト

名 

CBID（コミュニティにおけるインクルーシブ開発）の推進に関する事業、2015年に開催を

予定する CBR アジア太平洋会議の準備に関わる会合にも使用 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援／ネットワーク・提言活動 

４．活動地域 日本（主にアジア太平洋地域で活動する団体のネットワーク活動） 

５．支援対象者  会員と関係者（障害分野で国際交流・協力を行う日本の所外関連団体、開発NGO、JICA、保

健医療関係者、福祉関係者等） 

６．事業実施の背

景と必要性 

これまでの活動にもとづき、CBIDへの理解を深め、事例の発掘をすることは重要であると

いう考え方から実施した。 

７．実施した活動

内容 

1．2015年CBRアジア太平洋会議の準備会議 

  5月19日、9月11日 

2．CBID検討に関する研究会開催 

 ●8 月 25 日 第一回研究会（参加者 21

名、CBR マトリックスを使用するにあ

たり CBRガイドライン「生計」「社会」

の要点を確認。CBR マトリックスを使

って日本の地域実践例を参加者全員で

読み解く。 

 ●12 月 8 日 第二回研究会（参加者 15

名、CBRガイドライン「保健」「教育」

コンポーネントの要点を確認。CBR マ

トリックスを使って、長野県松本市で

の地域実践例を参加者全員で読み解

く。 

 ●2月 25日 2012年 CBID検討会のまと

めの会の持ち方に関する意見交換（参

加者 10 名） 

 ●11月14日 CBR世界会議事前会議 

 ●3月8日  CBR世界会議報告会 

 

5月19日 2015年CBRアジア太平洋会議の準備

会議内 ① 

 

5月19日 2015年CBRアジア太平洋会議の準備

会議内 ② 

８．主な活動成果 ●CBRガイドラインの学習ができたこと 

●CBID検討を行う人材の養成になったこと 
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１．団体名 特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

パラワン少数民族生活改善プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援 

４．活動地域 フィリピン 

５．支援対象者  パワラン州ブルックスポイント町に住むパラワン族450世帯 

６．事業実施の背

景と必要性 

1. 少数民族パラワン族は南パラワン諸島の 18 度以上の勾配のある山岳地方に先祖代々

住み、教育･医療などの行政サービスへのアクセスがなかった。そのため、識字率が低

く所得を得る機会、社会サービスへのアクセス、自尊心を奪われていた。 

2. 本プロジェクトはパラワン族の人々の生活改善をめざし、第 1期（2003年 6月～2006

年 5 月）では、栄養改善、マラリアを中心とした感染症の早期発見のための保健ボラ

ンテイアの育成、伝統文化保全の分野で成果を挙げたほか、村に安全な水を供給する

給水設備を設置。第 2 期（2006 年 6 月～2009 年 5 月）では、｢住民の主体性の強化｣

を目的に、保健・教育・文化保全分野で参加型の住民活動を支援。 

3. 第三期（2009年10月～2012年９月）を開始。活動の三本柱は、①幼児･成人教育、②ボ

ランティア指導者育成、③研修やマニュアルの開発であり、一年度目には、各種ボラ

ンティア指導員育成研修、パラリーガル・ボランティアの育成研修、小規模ビジネス

研修に加え、幼児には栄養、補食、医療などのサービスが提供された。 

７．実施した活動

内容 

対象地域の子どもたちや成人を対象に、知識および技術の習得を図る為のリーダー養成の

研修と研修モジュールの開発を進めるため、主に以下の活動を実施。 

1. 6歳児未満の子どもたちに幼児教室を開催し、文字や色の概念の習得、年配者への尊敬

の念、子ども通しの信頼関係の醸成を図った。補食プログラムや保健ボランティアと

母親との連携により、疾病の早期発見、適切な治療を行った。 

2. 成人識字教室を開催。 

3. マラリア予防教育、栄養教育を実施し、マラリア感染テストを通じて陽性者の早期発

見の活動を継続。 

4. 保健ボランティアやパラリーガル・ボランティアへの指導者研修、養鶏・養豚などの

収入向上を念頭においた研修、有機農法や等高線耕作の研修を実施。 

８．主な活動成果 ・6歳未満の子どもたちに幼児教室を開催し、パラワン族の伝統文化の継承や学習強化を図

った。 

・補食プログラムや保健ボランティアと母親の連携により、子どもたちの疾病早期発見、

治療活動につながった。 

・成人式時教室の受講者から122名が教務省の審査を受け卒業試験に合格した。 

・住民の中から育成された15名のパラリーガル・ボランティアが追加研修を受け、先祖伝

来の土地の保存地域制定に向けた議論が本格化している。 

・補助教員として活躍する住民たちへの研修が継続された。 
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１．団体名 特定非営利活動法人燈台 

２．プロジェクト

名 

医療支援 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援 

４．活動地域 アフガニスタン共和国カブール市 

５．支援対象者  医師、看護師、スタッフ、患者等 

８．事業実施の背

景と必要性 

風土病(リーシュマニア)の根絶を目指し、治療活動の継続を必要としている 

９．実施した活動

内容 

① 医師・看護師・スタッフ等の人件費援助 

② クリニックの運営費援助(家賃・薬剤・機材・その他) 

③ 風土病患者の治療継続 

④ 現地代表の定期的派遣により現地のニーズを把握、指導実施等 

 

１０．主な活動成

果 

① リーシュマニア患者 新患2,116名、通院

12,722名 

合計 14,838名 終了 2,225名（残りは継続

中） 

② 地域の衛生環境の改善・指導が継続的にな

されている。 

 

リーシュマニア症の少年 
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リーシュマニア症の治療 
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１．団体名 特定非営利活動法人 難民を助ける会 

２．プロジェク

ト名 

クラスター爆弾などの不発弾被害者支援 

３．該当の申請

分野  

保健医療支援 

４．活動地域 ラオス人民民主共和国 シェンクワン県 

５．支援対象者  シェンクワン県の不発弾被害者とその家族、県内66村の住民の方々、医療従事者 

６．事業実施の

背景と必要性 

ラオスは、1960～70年代のインドシナ戦争で200万トン以上の爆弾が投下され、現在でもクラ

スター爆弾を含む不発弾の被害が世界で最も深刻な国のひとつです。不発弾事故による死傷者

は毎年少なくとも100～300人にのぼります。特に被害が多い北部のシェンクワン県には、被害

者へ適切な治療を行える病院がほとんどなく、救急車の設置などの緊急搬送システムも整って

いないため、不発弾事故の被害者の40％前後が命を落としています。一命を取りとめたとして

も、傷口が悪化して四肢を切断せざるを得なくなることも多くありました。 

７．実施した活

動内容 

シェンクワン県の4郡の各村における保健・医療の中心となっている村落保健ボランティア、

およびヘルスセンターの看護師を対象に、不発弾事故後に不可欠な応急処置と搬送に関する研

修を行い、情報をまとめた冊子や救急セットを配付しました。また医療従事者以外の村人には、

不発弾の危険性や基本的な応急処置に関するワークショップを実施し、ポスター等の啓発教材

も作成、配付しました。 

８．主な活動成

果 

シェンクワン県の不発弾被害者とその家族、郡病院職員8名、村落保健ボランティア230名、ヘ

ルスセンター看護師約70名、対象4郡の村人約2,600名に対して、研修やワークショップ、教材

の配付等を行うことができました。 

 

 

地域の住民からなる村落保健ボランティアへの研修の様子。不発弾事故後の応急処置などについて熱心に学んで

います。左はAARシェンクワン駐在員の安藤典子（2012年11月14日） 
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村落保健ボランティアへの研修では、様々なけがを想定した包帯の巻き方や止血方法など、実践を通して学んで

もらいました（2012年11月14日） 
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１．団体名 
一般社団法人 日本カトリック信徒宣教者会 

２．プロジェクト

名 
ステンミエンチャイ「栄養プログラム」と「保健医療サービス」活動 

３．該当の申請分

野 

保健医療支援 

４．活動地域 
カンボジア・プノンペン市郊外 ステンミエンチャイ地区ルッセイ村 

５．支援対象者  ステンミエンチャイ地区に住む104世帯 

６．事業実施の背

景と必要性 

対象世帯はゴミ収集・換金によって生計を立てている。特に子どもは栄養失調に陥りがちで

ある。また家庭では地域保健医療サービスに接する機会が少なく、重症化するケースが多く

栄養改善、保健医療において支援する必要がある。 

７．実施した活動

内容 

「栄養プログラム」：「子どもの家」で

の授業終了時にお昼ご飯として毎日給

食を提供した。「ご飯とスープ」を週に

３回。「おかゆ」を週２回実施した。子

どもたちの体重測定などを行い今後効

果の確認を行う。 

「保健医療サービス」：貧困家庭に医療

機関への受診機会の提供を行った。家庭

には医薬品が無いため、怪我をした住民

に対して、傷の悪化を予防する簡単な傷

の手当てと手当の方法を指導したほか、

全身火傷を負った少年のタケオ州立病

院での手術に同行した。また、廉価で石

けんを販売し、皮膚疾患予防につとめ

た。 

 

給食風景 

 

子どもの傷の手当 

８．主な活動成果 「栄養プログラム」：子どもたちの栄養状態が向上した 

「保健医療サービス」：病院にいきたがらない住民も病院に行けるようになった。 
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１．団体名 公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会 

２．プロジェク

ト名 

バングラデシュでの学校保健教育プロジェクト 

３．該当の申請

分野  

保健医療支援 

４．活動地域 バングラデシュ 

５．支援対象者  対象とする学校に通う小学生～高校生 14校、約3,000人 

６．事業実施の

背景と必要性 

バングラデシュでは子どもたちが体系的な保健知識を学ぶ機会がないため、保健衛生に関す
る正確な知識を持つこと、そしてそれを日常生活で実行することは難しい現状にある。そこ
で、子どもたちに体系的な保健教育を行うことが求められている。 

７．実施した活

動内容 

【教員向け】 
指導用カリキュラムを作成し、それに基
づくトレーニングを行った。 
【子ども向け】 
保健教育の授業を2013年3月から開始し
た。 
全生徒を対象に身体測定、健康診断を行
った（2012年6月） 
ヘルスフェスティバルを行った 
（2012年5月） 
【母親向け】 
ワークショップを開催した（2012年9月） 
【学校の衛生環境の改善】 
トイレや井戸の整備を行った。 
救急箱の維持管理を行った。 
教員や子どもに、救急箱の使用について
の指導を行った。 

学校での測定の様子 
 

ヘルスフェスティバルでの啓発劇 

 

８．主な活動成

果 

小学校で、定期的な授業を開始した。 
身体測定やヘルスフェスティバルの実施を通して子どものモチベーションを向上させた。 
母親向けワークショップの開催により、子どもの健全な成長に向けた母親の理解と協力を得
ることができた。 
学校の衛生環境を向上させた。 
学校での救急処置に対応できた。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター（JVC） 

２．プロジェク

ト名 

地域医療支援プロジェクト 

３．該当の申請

分野  

保健医療支援 

４．活動地域 アフガニスタン ナンガルハル県 

５．支援対象者  上記地域の住民（特に女性と子ども） 

６．事業実施の

背景と必要性 

対テロ戦争開始から10年を経てアフガニスタンの治安状況は悪化の一途を辿っている。現在

外国軍がアフガニスタン国軍や警察に治安権限を移管しているが、人々は大規模な支援の縮

小や更なる治安の悪化に不安を募らせている。農村部では医療サービスへのアクセスが困難

な住民が依然として多く存在している。 

７．実施した活

動内容 

①診療所と簡易診療所の運営：約21,000 人

が暮らすナンガルハル県シェワ郡ゴレーク

集合村で唯一の診療所と、同郡のクズ・カシ

ュコート村で診療所に遠い場所に暮らす人

たちを対象とした簡易診療所を運営 

②予防に向けた取り組み：住民が自ら下痢や

発熱などに対する初期応急処置を実施でき

るよう地域保健員（CHW）による健康教育を

行う 

① 康教育支援：健康に対する意識を上げ病

気予防の実践を促すため、地域の学校で

応急手当のトレーニングや、健康にまつ

わる作文コンテスト（壁新聞）を実施 

 

【診療所運営】ゴレーク診療所にて。子ども

を抱くお母さんを見るJVC医師。 

 

【予防に向けた取り組み】JVCの女性スタッフ

と村の地域保健員が協力して、村の女性たち

に健康や病気予防について指導している「母

親教室」の様子 

８．主な活動成

果 

①について：ファミリー・ヘルスブックの活用が軌道に乗り、個人および家族単位での時系

列的受診状況が把握できるようになったことから、特に受診回数の多い家族には家庭訪問を

実施して衛生改善を指導した。クズ・カシュコート簡易診療所では住民の強い要請に応じて

週1回の検査サービスを始めた。 
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②について：男性CHWは月次、女性CHWは年に4回の会合を実施し、必要な医薬品や器具を提供

するとともに診療所での状況に関する情報提供とフォローアップ研修を実施した。JVC女性ス

タッフ・女性CHW・伝統産婆が指導する母親教室は、15人×9グループ＝計135人の女性たちが

全8回のクラスを修了。また、既に教室に参加した村の女性たちを核にした村での栄養・衛生

改善の実践を広げるため、フォローアップとして既習者の中から60名を選出して戸別訪問指

導を行い、日々の生活における病気予防や衛生改善への助言を行った。 

③について：地域18校の教員を対象にした健康教育トレーニング(6日間)を一回開催。またそ

れのフォローアップとして、チェックリストやインタビューを通してその後の学校の衛生状

態などを確認した。応急手当トレーニングは男子校と女子校でそれぞれ一回実施。女子校で

の実施の際には人体模型を活用し、男性トレーナーが直接触らなくても女子生徒たちが実際

に訓練できるように考慮した。健康を考える壁新聞活動では毎月1回、6校(うち2校が女子校)

で生徒たちが作文を書き、優秀なものを壁に貼り出した。それらの学びを強化するために実

施した健康に関連する試験には実施校から生徒約300名が参加した。 
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１．団体名 特定非営利活動法人日本リザルツ 

２．プロジェク

ト名 

ストップ結核パートナーシップ・キャンペーン 

ワクチン・キャンペーン 

３．該当の申請

分野  

保健医療支援／ネットワーク・提言活動 

４．活動地域 日本国内（日本政府、議員、マスコミなど）及び海外（ハイチ等） 

５．支援対象者  裨益対象者は、全世界の結核患者等 

６．事業実施の

背景と必要性 

現在世界には、900万の新規結核患者が発生し、190万人が死亡している。それをうけ世界保

健機関がストップ結核世界計画（2006年―15年）を策定し、日本官民もそれをうけ2008年―

15年日本アクションプランを策定した。それに基づき、当団体は毎年結核対策アドボカシ

ー・プロジェクトを展開している。 

７．実施した活

動内容 

結核対策提言活動 

ワクチン対策提言活動 

国際連帯税導入に向けての提言活動 

東日本大震災復興支援プロジェクト 

ハイチにおける結核患者発見拡大プロジェ

クト 

フィリピン洪水被災者支援プロジェクト 

 

 

 

８．主な活動成

果 

・結核対策 

①多国間支援の強化 

昨年の日本政府による世界基金への3.4億ドルの拠出決定後も、引き続き震災救援・復興と世

界の貧困解消への取り組みの両立の重要性を政府や国会議員、関係省庁等に訴える活動を継

続。重要な政策決定者への粘り強い政策提言、衆議院選挙時におけるマニフェストへの提言、

また衆参全議員へ世界基金への新たな拠出における日本政府の役割の重要性を訴える提案書

配布等、多くの提言活動を実施した。 

②二国間支援の強化 

ハイチ国での結核診断能力向上に向けた活動の一環としてLAMP法の推進支援を行い、外務
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省・JICA・栄研化学株式会社との官民連携プロジェクトの立ち上げに参画。平成25年1月から

官民連携プロジェクト（ハイチ国 官民連携によるTB-LAMP法測定結果の評価と結核診断能力

の向上に係る情報収集・確認調査）が始動。 

 

・ワクチン対策 

「リザルツGAVIアライアンス(ワクチンと予防接種のための世界同盟)キャンペーン事務局」

を立ち上げ、衆参議院の国会議員に「GAVIアライアンスと日本の貢献の可能性」の資料配布

や勉強会を実施。GAVIアライアンスと連携し、外務省など関係各省庁にGAVIアライアンスへ

の継続的な資金拠出の要望を継続して行なう。今年度も、独立行政法人医薬基盤研究所霊長

類医科学研究センターの保富康宏教授、日本ビーシージー製造株式会社に協力し、世界の結

核ワクチン開発支援機関であるアエラスと共に厚生労働省や財務省及び外務省を訪問するな

ど、引き続き世界の結核削減に邁進。 

 

・国際連帯税 

金融取引税や航空券税など、地球規模課題解決に向けた新しいファンド設立に向けて、財務

省や外務省、企業等への要望と意見交換を頻繁に行い、伝統的なODAとは別の援助資金源とし

ての国際連帯税の導入に向けた活動を継続。9月に官邸、10月に財務省及び外務省を訪問し、

税制改正に向けた国際連帯税に関する提言を手交。また10月に青山学院大学で開催された大

規模な国際シンポジウムに計画段階から協力。国際連帯税導入に向けて市民運動を盛り上げ

た。 

 

・東日本大震災復興支援 

昨年度に引き続き岩手県を中心に復興支援活動を継続。仮設住宅での出張形式の専門家相談

会の開催や、「被さい地での命の尊さを伝え、生きがいを創造するためのアサガオ・プロジ

ェクト」を実施。釜石市の仮設住宅で、住民やボランティアとともにアサガオの種をまき、

苗を育て、その苗を福島市飯坂町平野応急仮設住宅(約42世帯)、福島県福島市北幹線第一

応急仮設住宅Ａと北幹線第一応急仮設住宅Ｂ(約190世帯)、福島県福島市さくら応急仮設住

宅(30世帯)に届け、苗植えを行った。その後も小規模な交流会を実施し、釜石市と福島県

の仮設住宅で生活する住民間の交流を深めるための活動を行った。  
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１．団体名 特定非営利活動法人フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN 

２．プロジェクト

名 

アンコール小児病院教育プログラム 

*以下 AHC（アンコール小児病院） 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援 

４．活動地域 カンボジア王国・シェムリアップ市  

アンコール小児病院、医療教育センター 

５．支援対象者  カンボジアの医療従事者 約400名 

６．事業実施の背

景と必要性 

カンボジアはポル・ポト政権による知識階級への弾圧の結果、1979年には全国でわずか40

人の医師が残るのみとなり、その後の内戦により現在も医療関係者の不足が課題となって

いる。アンコール小児病院では、これからのカンボジアの医療を支える人材育成が必要と

考え、2003年より医療教育の実施を行っている。 

７．実施した活動

内容 

カンボジア人医療従事者に以下の教育プロ

グラムを提供。 

◆小児科研修 

◆医療・看護教育 

◆第15回カンボジア小児科協会会議への参

加 

◆緩和ケアワークショップ 

◆保健センタースタッフ研修 

◆医学生臨床研修 

 

教育風景 

８．主な活動成果 ◆小児科研修：3年目医師6名、2年目医師3名、1年目医師10名が参加。 

◆医療・看護教育：＜医療教育＞94セッション3,137名が参加、 

＜看護教育＞51セッション2,991名が参加。 

◆第15回カンボジア小児科協会会議：2名が参加。AHCで1年間調査を行った小児菌血症につ

いてプレゼンテーションを行った。 

◆緩和ケアワークショップ：医療従事者、非医療従事者合わせ23名が参加。 

◆第15回HIV治療薬バンコク国際シンポジウム：1名が参加。 

◆保健センタースタッフ研修：2つの保健センターより、16名が参加。 

◆医学生臨床研修：プノンペン大学より12名の医学生を受け入れ、3週間の研修を実施。 
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１．団体名 世界の医療団 

２．プロジェクト

名 

ネパール母子保健プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援 

４．活動地域 ネパール山岳地帯 シンドゥパルチョック地区 

５．支援対象者  村落の対象年齢女性、新生児、医療人材、現地提携パートナー 

６．事業実施の背

景と必要性 

ネパールの首都カトマンズの北東、中国との国境方面、シンドゥパルチョーク郡。人口36万人

のうち妊娠・出産可能年齢にある女性は8万5千人。11年間に及ぶ内戦でこの地域の医療は崩壊

し、交通網は地域の13％しか整備されていません。医療施設での出産は全体の5％、自宅分娩

への助産婦の立ち会いも7％と低く、合併症発生の場合、適切な処置が行われる割合は3％にも

達しません。国連が警鐘をならすネパールの母子保健、その平均すら大幅に下回っているのが

この地域です。 

７．実施した活動

内容 

この地域では、出産・妊婦健診や疾病のため、

医療費を貯え緊急時に備えるという慣習が

なく、命の危機に瀕する事態が起きても死を

選択せざるを得ない女性や子どもが多くい

ます。またリスクがあるにも関わらず経済的

な理由から自宅出産を選ぶ女性も絶えませ

ん。このプロジェクトでは、対象の村落コミ

ュニティーの中で会合を開き、女性やその家

族に対して出産や妊娠についての保健教育

を実施すると同時に、マイクロファイナンス

を利用し、貯金や資金の貸付についてセミナ

ーを実施しています。 

2012年は、主に医療機関における人材育成支

援（12施設）と村落の対象コミュニティーに

対してマイクロファイナンスと保健教育の

会合により多くの対象者を動員し、医療への

アクセスの改善を図りました。 

その他、医療設備の拡充のため、村落のヘル

スセンターの修繕改築も 

実施しました。 

 

マ イ ク ロ フ ァ イ ナ ン ス 会 合 の 様 子

 

コミュニティーへの保健教育 

８．主な活動成果 マイクロファイナンス・保健教育会合への参加率：全対象者4千人のうち74％ 

助産師、医療スタッフへの専門技術指導：政府派遣看護師・助産師：14人、及び現地雇用看護

師：2人 

医療施設（ヘルスセンター）の修繕改築：4医療施設、2病院 
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自宅または病院における専門助産師の立ち会いでの出産率の増加： 

医療機関での出産率：60％（プロジェクト開始前：27％） 

自宅での出産率：30％内10％専門助産師の立会（プロジェクト開始前：73％内19％専門助産師

立会） 

 

 

 


