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１．団体名 特定非営利活動法人 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南コタバト州ジェネラルサントス市、及び、ブキドノン州

インパスゴン町等 

５．支援対象者  直接107名、間接9,000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には、先住民ティボリやブラアン、ヒガヌオンの村が多

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危険性があった。 

７．実施した活動

内容 

1) 保健教育 

住民及び保健師計79名に対し、自宅を利用した保

健施設「家タイプヘルスポスト」において、日常

の疾患に対して適切に対応するための保健研修を

計10回（各回30～40名）行い、延べ296名が参加し

た。 

2) 環境教育と植林 

住民28名に対し、森林伐採をテーマに森を守るこ

との大切さを伝える手作りの教材を使った環境教

育を実施した。その後、3地域において、子どもた

ちやその両親、教師等が、計1,800の苗木を学校の

周りや地域に植える植林活動を行なった。 

 

身近な薬草を使った薬作りを学ぶ女性たち 

８主な活動成果 ・住民 79名の保健に関する知識が向上し、無医村

の地域においても、「家タイプヘルスポスト」で

の問診、症状の記録、疾病への対応が可能になっ

た。 

・知識を習得した保健教育参加者が、他の住民に

対して自主的に保健教育を実施するなど、研修に

よる波及効果が生まれている。 

・環境教育によって、住民28名の環境保全に関す

る知識が向上した。 

・植林活動によって、1,800本の木が増えた。 

 

学校に苗木を植えて笑顔の子どもたち 
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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．該当の申請分

野 

保健医療支援 

４．活動地域 ネパール、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関する知識の少なさ及び意識の低さ

が、治療を受ける機会を阻害している。今回の事業内容は、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、現在最も改善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 5棟建設した。 

・お産センターに必要な機材・設備を提供した。 

・郡病院にソーラー発電システムを提供した。 

・郡リプロダクティブヘルスケア委員会の機能強化研修を実施した。 

・VDC（村落開発区域）レベル保健医療施設マネジメント委員会の機能強化研修を実施した。 

・5名の医療従事者へインプラント研修を実施した。 

・12名の出産介助者へ出産介助研修を実施した。 

・青少年を対象にした性教育研修を実施した。 

・マスキャンペーン（リプロダクティブヘルス啓発活動）を実施した。 

８．主な活動成果 3年を通じて行なう事業の 2期目として、

西部カリコット郡で活動を行なった。本事業

で分娩室と診療室を備えたお産センターを 5

ヶ所の VDC（村落開発区域）にそれぞれ 1棟

ずつ建設することができた。このお産センタ

ーには、ネパール政府が定める「24 時間、

出産に対応できる施設」という基準を満たす

ためソーラーパネル及び蓄電器を設置、夜間

の出産の際の照明を確保したことに加え、電

力を必要とする医療機器が使用できるよう

になった。この 5つの VDCにおいては、既存

の簡易保健所の施設や備品が整っていなか

ったこともあり、事業実施前は出産介助師の

介助の元での施設出産件数はゼロであった。

しかし、お産センター竣工直後の 3 月中旬

に、初めての出産がお産センターで行われた

との報告を受けている。 

また、各お産センターに勤務する 5名の医

療従事者にインプラント（避妊具）研修を行

 

建設したお産センター 

 

お産センターに提供した備品 
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ないインプラントの着脱処置ができる環境

を整備したほか、12名の出産介助師（うち 5

名はお産センターを建設した VDC所属、6名

はお産センターを建設した VDCの近隣 VDC所

属、1名は前年度事業地のダイレク郡の医療

施設に所属）を養成した。上記の通り、お産

センターを建設した 5つの VDCは既存施設・

備品の不備により事業前まで施設出産が行

われておらず、その近隣の 6VDC も状況はほ

とんど同じであった。しかし、出産介助研修

修了後の2013年8月から2014年3月にかけ、

本事業で出産介助研修を受けた出産介助師

のいる 11 の VDC では、彼女たちの介助のも

とで 283名の出産が行われた。 

以上の活動により、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が整

えることができ、出産に関する環境は改善し

つつある。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 アフリカ地域開発市民の会（CanDo） 

２．プロジェク

ト名 

ケニア共和国ミグワニ県における総合的な社会開発事業・ムインギ東県における保健事業・

マシンガ県における総合的な社会開発事業 

／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・マシンガ県 

／ナイロビ市ムクル・スラム群 

５．支援対象者  村落部の小学校・幼稚園の教員、保護者、地域住民／高校生 

６．事業実施の

背景と必要性 

自然環境の厳しい半乾燥地の村落部、学習環境が整っていないスラムでは教育協力が必要と

されていた。村落部では環境保全と保健―特にHIVエイズと母性保護―の課題もあり、早期性

交渉の問題も判明した。 

７．実施した活

動内容 

学校： 小学校保護者の運営能力向上と

教室建設・補修 

学校： 併設幼稚園での園児用トイレの

建設 

学校： 小学校への水タンクの供与 

学校： 保護者による環境活動の促進 

学校： 保健‐早期性交渉予防研修 

学校： エイズ公開授業・子ども発表会

の実施の促進 

学校： 併設幼稚園での保健活動の促進 

地域： 保健‐基礎保健研修 

地域： 保健‐エイズ・リーダー研修 

教育： 高校生への補習授業への支援 

 

教室の補修 

 

エイズ・リーダー研修 

８．主な活動成

果 

・小学校の教室建設が、前年度から継続している5校5教室で完成、3校3教室で実施。補修が

継続の4校12教室で完成、5校13教室で実施。 

・早期性交渉予防研修を個別の小学校を対象に14校で実施。 

・エイズ公開授業が30校で開催された。 

・地域保健でエイズ・リーダー研修を33準区で実施し、リーダーによる地域エイズ学習会の

開催に協力した。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 アフリカ日本協議会 

２．プロジェクト

名 
在日アフリカ人対象の HIV 啓発・個別支援、および国際保健に関わるアドボカシー活動 

３．該当の申請分

野 
保健医療支援 
 

４．活動地域 日本および世界 

５．支援対象者  主としてHIV陽性者 

６．事業実施の背

景と必要性 
・ 在日外国人、特に在日アフリカ人のエイズ発症者の比率は高く、啓発・支援が必要 
・ 主要な援助国の一つである日本における国際保健に関するアドボカシーはきわめて重

要 
７．実施した活動

内容 
・ 在日アフリカ人コミュニティのHIV/AIDS

に関する取り組みをサポートする資料を配

布し、相談に応じた 
・ 在日アフリカ人を支援する団体の相談、また

本人の相談に応じた 
・ 外国人HIV陽性者支援に関わる資料類が、エ

イズ拠点病院でどのように活用されたのか、

活用にあたっての課題は何かに関するアン

ケート調査に参加し、調査結果をまとめた 
・ アジア太平洋地域エイズ会議（ICCAP）に

参加し各地のHIV陽性者ネットワークほか

と交流を深めた 
世界基金支援日本委員会、日本リザルツほか

と協力し、世界エイズ・結核・マラリア基金

への日本の拠出額を増やすことを求めるキ

ャンペーンを行った 

 

 

８．主な活動成果 ・ 相談に応じて必要な資料を提供した 
・ 外国人HIV陽性者支援に関する調査報告をまとめるのに寄与した 
・ ICCAPの機会を活用して、アジア・太平洋地域でのエイズに関わる取り組みとの連携

を深めた 
・ 世界基金への日本の拠出額を前回増資会議時よりも増加させた 
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１.団体名 到底非営利活動法人 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／保健医療支援 

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 
活動地域でのHIV母子感染の予防。地域で活動する啓発リーダーを通して母子感染や

HIV/エイズについて正しい知識を地域へ広める。事業終了までに、累計23000人の住民に

啓発活動を提供するのが目標。これに対して、2012年3月から2014年7月末までの間に、目

標の23,000人を大幅に上回る25,842人の地域住民に対して計811回の啓発活動が啓発リー

ダーにより行われた。 
８．主な活動成果 具体的には、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50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。啓発プログラムに

地域住民が参加することを通して、医療機関で出産することで、HIV母子感染を未然に防

ぐための「母子感染予防プログラム」を受けることができることを伝え、HIV感染率を低

下させるだけでなく、新たに生まれてくる赤ちゃんを救うことも視野に入れて活動を実施。 
事業対象地域での人口およびHIV感染率から、ケニア共和国ウクワラ郡の人口約60,000

人のうち本事業による支援がなければHIV/エイズに関する包括的知識を得られなかった住

民は、13,700名と算出された。 
また、本事業を通して、医療機関での出産数に大きな変化が認められ、事業開始前と比

較して120%増となっている。特に顕著なのは対象4区の中心に位置するウクワラヘルスセ

ンターの出産数で、事業開始前に比べ250%増となった。事業終了に際して当会が地域住民

に対して行ったインタビュー結果によると、本事業の啓発リーダーの啓発プログラムに参

加したことがあると答えた女性の方が、直近の出産を医療機関でおこなう傾向にあること

が確認できた。 
さらに、副次的効果として、啓発リーダーが新たに連携したCBO数は250団体にのぼる。

構成メンバーの多くが女性であり、潜在的な妊産婦にアプローチし、エイズ予防・母子感

染予防の知識を届けることができた。 
本事業の終了にあたり実施した啓発リーダーへのマニュアル配布や終了研修を通して、

現在は、プラスの支援をはなれ、啓発リーダー自らが地域での啓発活動を継続している。 
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９．活動写真 

 
啓発活動を行うリーダー 

 
最終研修を終えて修了証を手にするリーダー 
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１．団体名 公益財団法人 国際開発救援財団（FIDR） 

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）：40人 

・地方病院の外科医・麻酔科職員：約60人 

[ 間接受益者 ] 

・国立小児病院外科患者：年間約10,500人、患者の保護者 

・地方病院の小児外科患者 

 

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国立小児病院外科の設備、器材の改善 

②国立小児病院外科職員（医師、看護師）に対する技術研修 

③地方病院の医師に対する技術研修 

④地方での患者搬送促進 

 

８．主な活動成果 当年度は、国立小児病院の手術棟拡張工事と

器材の配備を完了しました。同病院は、十分な

スペースの手術室を持つとともに、重症患者用

の回復室や麻酔科の研修室も備え、カンボジア

の小児外科の中心としての機能をいっそう強化

しました。 

並行して同病院の麻酔科職員および外科病棟

看護師の研修を進めました。麻酔科職員や看護

師もこの国での指導的な存在へと成長しつつあ

り、2011年から始まった同病院での小児麻酔研

修は、保健省の認定する研修に格上げとなりま

した。 

地方病院の外科医への小児外科研修は、これ

まで参加できなかった地域を対象として、適切

な診断、迅速な搬送ができるようになることを

目指した短期の講座を開始しました。 

あわせて、各地の診療所や保健行政の職員を対

象に、小児外科疾患の啓発と患者搬送への対応

 

当年度、手術棟の拡張工事を行いました。十

分な広さをもった手術室の他、重症患者用の回

復室や麻酔科の研修室を兼ね備えています。 
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強化を図るシンポジウムを３州で開催しまし

た。これらの活動により、遠隔地からプノンペ

ンの国立小児病院への患者搬送のネットワーク

が強化されてきました。 

カンボジア全土の医療・保健関係者を対象と

した小児外科シンポジウムを3州で開催しまし

た。 
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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 

独立して10年が経った現在も厳しい状況にある、医療へのアクセスを改善するため保健省が

2008年より、保健ボランティア育成事業を開始した。地方保健行政は、同事業の実施にあた

り、事業実施方法やモニタリングの確立など、様々な困難に直面している。当団体は、同プ

ログラム開始当初から、長年の保健教育を実践できる人材育成の経験を活かし、県行政機関

と保健省と協働し、同プログラムを支援している。 

 

７．実施した活

動内容 

1月 アイレウ郡、ラウララ郡保健センター会議 

2月 県レベルトレーナー対象研修、県保健局会議 

3月 保健ボランティアノート研修、SISCa（母子健診）での菜園作り 

4月 アイレウ県手洗い促進キャンペーン、ラハエ村住民会議 

5月 保健ボランティア対象研修、住民会議 

6月 アイレウ郡保健センター会議、SISCa（母子健診）モニタリング 

7月 終了時評価調査（インタビュー他） 

8月 リキドエ郡保健センター会議、終了時評価 

9月 ラウララ郡住民会議、予防接種促進キャンペーン 

10月 国レベルワークショップ 

11月 アイレウ県活動まとめワークショップ 

12月 活動のまとめ、報告書作成 

 

８．主な活動成

果 

2007年から実施し、2013年12月に完了し

た本事業の終了時評価から得た活動成果

は以下のとおり。 

 育成したボランティア203名のうち、

事業開始前後で85％の活動継続率を

保つことができた。 

 アイレウ県内の全33か所のSISCa（母

子健診）が毎月定期開催され、保健

ボランティアによって保健教育や健

診活動が実施できているのは、全13

県のうち当該活動地のみ。（保健省

資料より） 

 

郡保健センタースタッフが中心となって行った保健ボラ

ンティア対象研修。 
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 4郡の郡保健センタースタッフの、保

健ボランティアに対するサポートが

改善し、保健ボランティア研修など

実施力が向上した。また定期的に住

民会議を開催し、住民と連携した地

域保健活動が行われるようになっ

た。 

 

事業終了時に行われた国レベルワークショップ。アイレ

ウ県での3年間のプロジェクト成果や学び、提言などを

発表した。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 ジェン 

２．プロジェクト

名 

パルム地域における水管理委員会の設立・強化を通じた水衛生環境改善事業 

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 ハイチ共和国 

５．支援対象者  ハイチ共和国西県（グレシエ地区、レオガン地区、グランゴアーブ地区） 

６．事業実施の背

景と必要性 

2010年1月に発生した地震によって、ハイチ西県の給水施設や保健施設を含む建物の50%以

上が破壊されたと推定されており、その被害で悪化した水衛生環境はコレラ蔓延の土壌と

なった。地震による被害に加え、例年のサイクロン等自然災害に対応できる現地の人的体

制は未だ整っていないため、当地域における継続的な支援の必要性は高い。 

７．実施した活動

内容 

①安全な水へのアクセス、②水管理委員会の設置及びその強化、③下痢やコレラの予防の

ための衛生促進、の水衛生ニーズに対応した。 

具体的には、継続性がより確実な維持管理体制を可能にするキオスク型給水施設と貯水槽

の建設、及びそれらを繋ぐ水道管の設置を３地区にて行なった。また、ハイチでは給水施

設を維持管理するシステムが構築されないまま施設が建設されてきた背景があるが、給水

施設の持続的な維持管理体制を構築するためコミュニティによる水管理委員会の設立・強

化を行なった。更には、住民が安全な水の重要性を理解し、公衆衛生に関する主要な危険

（コレラ感染含む）を認識し、自らの健康状態を守るため実際に行動に移すことを目的に

衛生促進を実施した。 

８．主な活動成果 6の給水施設（キオスク）の建設、3の貯水槽

の建設、1の給水施設の補修、1の貯水槽の補

修、及び3ヵ所において水道管接続が完了し

たことで、住民の安全な水へのアクセスが向

上した。また、これら施設を維持管理するた

め、3コミュニティで新規に水管理委員会を

設置するとともに、既存の14コミュニティで

水管理委員会の強化を行なった。更に、全17

コミュニティで合計49名の衛生促進ボラン

ティアに対するトレーニングが完了した。そ

の後ボランティアが中心となって行なった

衛生促進キャンペーンや戸別訪問により、住

民の衛生知識や習慣の改善が見られた。 

 

キオスク型給水施設 

 

衛生促進キャンペーン 
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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／保護が必要な子どもの支援 

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。 

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、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）での出産に必要な備品キット（消毒液、お産パ

ッド等）1000セットを提供 

2）ムコルウェでのマタニティハウス（出産待機ハウス）の建設 

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 145名を対象に妊娠・出産に関する意識や行動を変えていくためのコミ

ュニケーション教育に関する研修を実施 

2）母子保健推進員を 10名育成（ムコルウェ） 

2）母子保健推進員による家庭訪問を通した妊娠・出産に関する情報提供の実施、保健施設

での産前・産後検診の促進、出産計画・準備支援 

3．最終調査 

1）プロジェクト最終年として最終調査の実施 

８．主な活動成果 妊娠・出産によって命を落とすケースがなく

なった。 

・マタニティハウス第1号が2011年8月にオー

プンしてから、2013年12月末までに648名の

妊婦が利用し、フィワレ保健センターでの出

産の介助を受けた。 

・フィワレ保健センターでの出産が2010年の

290件から2013年の398件に増加した。 

 

マタニティハウス第2号をプロジェクト地区

のムコルウェ村に建設するとともに、同村で

啓発教育活動を行う母子保健推進員を新た

に10名育成し、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。 

 

ムコルウェ村に建設したマタニティハウス第2号 

 

 

 

 

 

 

 

母子保健推進員は村の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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１．団体名 障害分野 NGO連絡会（JANNET） 

２．プロジェクト

名 

CBR（地域に根差したリハビリテーション）の目的であるコミュニティベースのインクルー

シブ開発（CBID）の促進活動 

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 

WHO等は、CBRは目的をCBIDとして、障害の

ある人を含む社会的弱者の貧困削減のた

めに有効であるとして、CBRガイドライン

を2010年に発表した。日本でCBIDの理解の

促進を行うことで、国際協力関係者に途上

国支援活動に役立てていただき、かつ日本

国内の共生社会の構築に役立つよう貢献

することをねらいとした。それにより多分

野の関係者間の連携促進に寄与したい。 

 

JANNET20年の歩み（記念誌）、さをり織りコースター

（記念品） 

７．実施した活動

内容 

1．CBID検討に関する研究会開催 

●10月27日 第二回研究会（参加者65名、

CBRガイドラインを用いて、障害インク

ルーシブとは何かを学ぶ） 

2．団体設立20周年記念として下記を作成 

●設立20周年記念誌 ●記念品：さをり織

りコースター（被災地支援） 

 

第二回研究会海外講師 アルビナ・シャンカー氏（モ

ビリティ・インディア所長、インド） 

８．主な活動成果 ●インドと国内のCBIDの実践を、CBRマトリックスを使って分析した。 

●団体設立20周年記念誌の作成 
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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 

アフガニスタン国内における医療活動支援・教育活動支援 

３．該当の申請分

野 

教育支援／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ほか 

５．支援対象者  マラリヤ・リーシュマニア患者、小学校～高等学校生徒 

６．事業実施の背

景と必要性 

・フガニスタンの風土病対策の為、医療活動の自立的対応を促しつつ、なお暫らくの支

援を必要としている。 

・教育の機会均等を目指し、小学校から高等学校生徒の教育を支援し将来の国を担う人

材を育成する 

７．実施した活動

内容 

・風土病治療のため活動支援 

  ・薬剤購入支援 

  ・医療資材購入支援 

  ・人件費支援 

  ・診療所管理費用支援等 

  ・その他 

・小学校から高等学校生徒の教育に必要な教材他支援 

  ・教師他人件費の支援 

  ・教育施設の整備 

  ・その他 

８．主な活動成果   ・風土病治療患者数 １５４２６人 治療終了 ２３１８人 

  ・小学校～高等学校 ９８６名の学年別教育実施(教材他) 

  ・教師・スタッフの人件費、施設整備、その他支援を継続 

９．活動写真 小学校～高等学校朝礼 

 

 

風土病(リーシュマニア)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、郡病院職員8名、村落保健ボランティア約230

名、ヘルスセンター看護師約50名、25村の住民の方々約1,000名 

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、救急車などの緊急の搬送システ

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 

各村の保健・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、医療従事者以外の住民を対象に、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ました。 

 

８．主な活動成果 シェンクワン県内の郡病院職員8人、村落保健ボランティア275人、ヘルスセンター看護師

42人、30村の住民1,495人に、研修を実施したり冊子等を配付することができました。 

 

９．活動写真 

 

 

応急処置の研修を熱心に受ける村落保健ボランティア 

 

 

研修を行ったミー村の村落保健ボランティア・ワンカムさん（左）を再び訪れ、止血のための包帯の巻き

方を確認する安藤典子（中央） 
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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、肉・魚・卵・野采等バランスを

考慮しながら栄養価の高い給食を子ども達

に提供。さらに全員に毎日１本の牛乳も配

布。野菜が嫌いな子どもたちのために、授業

でも野菜の働きや食の大切さを子どもたち

に指導した。その効果測定のために身体測定

を実施した。 

「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。 

 

牛乳の時間 

 

給食風景 

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。 

「保健医療サービス」：医療機関への受診機会と薬の提供（34件）、その他の緊急支援（11

件）を行った。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 

【子ども向け】 

・2013年3月に開始した、カリキュラムに基

づく保健教育の授業を継続した。1年目の授

業を終え、現在2年目の授業実施中である。 

・4～5月、10～11月に全生徒を対象にした身

体測定を行った。 

・保健に関する子どもの興味を引き付けるた

めのヘルスフェスティバルを開催した（2013

年10月） 

・高校で、若年結婚と妊娠についてのワーク

ショップを行った。また小学校で思春期教育

についてのワークショップを行った。 

【教員向け】2014年3月にワークショップを

開催し、前年の授業についての振り返りと知

識の復習を行った。 

【保護者向け】 

・2014年2～3月に、保護者向けに保健教育を

説明する会を開催した。 

【学校の衛生環境の改善】 

・トイレや井戸の整備、救急箱の維持管理を

行った。また、教員や子ども向けに救急箱の

使用についての指導を行った。 

教室を掃除する女子児童 

砂糖と塩で経口補水液を作る方法の実習 

８．主な活動成果 ・子どもたちの健康や保健に対する意識が向上した。 

・子どもたちが学校の清掃や環境美化に積極的に取り組むようになった。 

・保健教育の授業に対する保護者の賛同を得た。 

・学校の衛生環境が向上した。 

・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 

①東エルサレムにおける学校・地域保健事業 

②ガザ・子どもの栄養失調予防事業 

３．該当の申請

分野 

保健医療支援 

 

４．活動地域 ①パレスチナ・ヨルダン川西岸地区・東エルサレム 

②パレスチナ・ガザ地区 

５．支援対象者  上記地域の住民 

６．事業実施の

背景と必要性 

①東エルサレムは、イスラエルの併合政策と違法な分離壁と入植地の建設により、西岸地

区から切り離され、医療や教育へのアクセスが困難となっています。そうした中、学校や

孤立した集落では、住民自身が自らの手で健康を守れるようになるための、健康教育・健

康診断・救急法講習が必要とされています。 

②ガザ地区はイスラエルによる軍事封鎖が続き、住民は国際機関からの食糧支援によって

生き延びているものの、経済活動も滞り貧困家庭が増加しています。そのような中、微量

栄養素不足によって5歳以下の子どもの4割は貧血・クル病などの疾病を患っており対策が

望まれています。 

７．実施した活

動内容 

①東エルサレムにおける学校・地域保

健事業 

パレスチナの医療NGOと共同で、学校に

保健委員会を立ち上げ、他生徒に健康

教育を行う方法を教える「トレーナー

のトレーニング」を実施。また、学校、

幼稚園、孤立した村で、子どもと保護

者への健康診断と健康教育、先生に対

する学校環境の指導を行いました。他

にも、地域青年への救急法講習を行い、

救急委員会の設立を支援しました。 

②ガザ・子どもの栄養失調予防支援事

業 

当該地域で1)ボランティアを育成し、

地域で活動する栄養士を育成しまし

た。また当該地域で家庭訪問を行い2）

子どもの栄養状態検査を実施しなが

ら、3)母親等への栄養指導・育児カウ

ンセリングを行いました。更に同地域

内で4)意識向上教育セッションを実施

（調理実習含）しました。 

 

東エルサレム事業：幼稚園での健康診断の様子 
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８．主な活動成

果 

①健康教育・健康診断・救急法講習・

サマーキャンプなどを同時に実施する

ことで、子どもや地域住民の、健康と

衛生環境に対する意識を高めました。

また、パレスチナ自治政府、学校・幼

稚園の教師、地域社会施設、保護者の

多大な協力を受け、学校教師や地域住

民が連携して子どもの健康を守ってい

くための仕組みつくりも進みました。 

②1)子どもの栄養状態検査を1,128人

に実施し、問題のあった7割の子どもの

栄養状態が改善しました。2）家庭訪問

をのべ2,083回実施し、母親、妊産婦へ

のカウンセリング等を実施しました。

3）意識向上教育セッション等を722回

実施し、のべ6,516人の女性が参加し、

参加した6割の女性の栄養に関する知

識が向上しました。 

 

ガザ事業：意識向上教育セッションの様子 
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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 

国際栄養問題に係るアドボカシーキャンペーン 

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、マスメディア、釜石市-被さい地） 

５．支援対象者  海外では栄養失調で苦しむ乳幼児と母親（特に出産後千日以内に栄養不良の環境下にある

母子）及び被さい地にて栄養面で懸念のある被さい者。 

６．事業実施の背

景と必要性 

昨年、5月に横浜で開催されたTICAD V、また６月に英国ロンドンで行われた飢餓栄養サミ

ットなど栄養問題に係る意識が世界的に急速に上昇する中、日本リザルツは昨年始めより

栄養問題の高まりを見越して他のNGO団体と協働して活動を継続。９月には被さい地におい

ても結核など感染症や被さい地固有の問題とともに栄養問題を話し合う「はまゆりサミッ

ト」を実施して栄養問題に対する日本と世界の認識強化に向けた活動を行った。 

７．実施した活動

内容 

TICAD Vでの横浜アクション・プランで日本政府、共催者が栄養問題に言及するよう、アド

ボカシー活動を展開。４月にセーブ・ザ・チルドレン、ワールド・ビジョン・ジャパンと

協議して栄養問題におけるNGOネットワークを結成。世界銀行、外務省G8シェルパへ栄養問

題に対する請願書を提出。その後、国内にて国際栄養問題に係る広いネットワークを形成

すべく３団体で、JICA、世界銀行、内閣府食育推進室、国立健康・栄養研究所、外務省、

財務省を訪問。アドボカシー活動を継続した。また日本リザルツ単独の活動として、上述

のはまゆりサミットを実施。被さい者、専門家、NGOが集い、被さい地からの問題提起も含

めた発信活動を行った。 

８．主な活動成果 TICAD V横浜アクション・プランでは、栄養問題への取り組みが最終版で掲載された。また

栄養３団体を中心とした活動の結果、関係者の機運が高まり、11月に麹町にて栄養シンポ

ジウムを開催するに至った。 

またはまゆりサミットでも多くの参加者から次回も開催したいとの良い反応が得られた。 

９．活動写真 

 

はまゆりサミット終了後、全員で記念撮影 

 

栄養ラウンドテーブルの風景 
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1.団体名 
公益財団法人 プラン・ジャパン 

www.plan-japan.org 

 

2. 

プロジェクト名 
母子の命を守る保健改善プロジェクト 

3. 

該当の申請分野 
保健医療支援 

4.活動地域 モザンビーク イニャンバネ州ジャンガモ郡マッサヴァナ村 

5.支援対象者  妊産婦を含む出産が可能な年齢の女性約3,300人と新生児・乳幼児約2,000人 

６． 

事業実施の背景

と必要性 

プランの活動地であるイニャンバネ州ジャンガモ郡は農村地域で、適切な緊急産科や新生

児ケアサービスが受けられる病院までは18キロも離れています。 公共の交通機関が発達し

ていないので、妊産婦はアクセスすることができません。 ジャンガモ郡に保健所はありま

すが、保健員の知識と技能は十分ではありません。 また、医薬品や備品も不足しており、

適切な母子保健サービスを提供することができません。 こうしたことから、出産や出産前

後のケアを家族や伝統的助産師に頼らざるを得ず、十分な技能を持った医療関係者の介助

で出産するケースは55％に過ぎません。 母子保健に関する地域の人々の知識も不十分で、

避妊法の普及率はわずか12％です。 

 

７． 

実施した活動内

容 

・母子保健サービス棟の建設と備品の支給 

・看護師や伝統的助産師の能力強化（27人） 

・乳幼児へのビタミン A剤と抗寄生虫薬の支給（3,058人） 

・母子保健に関する知識普及冊子の作成（2,000部） 

・緊急産科対応のための照会システムの構築 

 

８． 

主な活動成果 

プロジェクトを通して、ジャンガモ郡マッサヴァナ村保健所にシャワーやトイレ、キッチ

ン付きの母子保健サービス棟が完成しました。 ここは、妊産婦 6人が入院可能な施設とな

りました。 施設の建設には、地域住民が土地整備や建設管理などで協力し、今後の維持管

理責任も担っていきます。 

伝統的助産師 14 人と保健所に勤務する看護師 13 人は、産前・産後ケアや出産介助に関す

るトレーニングに参加。 母子保健サービス棟には 5 つの村から女性が通い、これまでに

467 人が看護師の介助を受けて出産しました。 さらに保健所では、5 歳未満児 1,623 人に

ビタミン A剤を、1,435人に抗寄生虫薬を支給しました。 

また、妊産婦や出産が可能な年齢の女性の知識向上のため、出産と妊娠期の栄養に関する

冊子を計 2,000部作成。 保健所で妊産婦と母親向けの会合を開催し、配布しています。 こ

れらの活動を通して、対象地域の妊産婦と子どもたちの健康が改善されつつあります。 
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９． 

活動写真 

 

 

母子保健サービス棟 

 

母子保健に関する知識普及冊子を受け取る女性たち 
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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／地域医療支援・保健教育プログラム 

○ラオ・フレンズ小児病院医療施設建設事業／衛生予防指導事業 

３．該当の申請分

野 

保健医療支援／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 〇カンボジア王国・シェムリアップ市、周辺地域 

〇ラオス人民民主共和国・ルアンパバーン州 

○ミャンマー連邦共和国・ヤンゴン管区（現地NGOの小児モバイルクリニックへの支援） 

５．支援対象者  〇カンボジアの医療従事者、地域住民 

〇ラオス・ルアンパバーンの医療従事者、地域住民 

○ミャンマー・ヤンゴン管区 チャウタン郡の 6村の地域住民（2013年 7月～1月） 

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（AHC）では、これからの医療を支える人材育成、住民への健康

教育の啓発が必要と考え、これらに関する活動を行っている。開院より 14 年目を迎えた

2013 年、AHCが自立を迎えることとなり、規模を縮小してAHCに支援を続けながら、これま

での経験と知識を活かし、次のプロジェクトとして、医療に関してニーズの高いラオスに

て、小児医療支援を開始させた。 

また小規模ではあるが、ミャンマーにおいて現地NGO「ゴールドミャンマー」の実施する小

児を対象としたモバイルクリニックへの支援も開始し、医療へのアクセスが困難な地域の

子どもたちへ医療の提供を行う。 

７．実施した活動

内容 

【カンボジア】 

・医療教育センター及びアンコール小児病院にておいて、医療従事者及び医学生や看護学

生への教育プログラムを実施。 

 

・保健センターへの医療支援、医療従事者への医療教育の実施、地域住民に対する健康啓

蒙活動を実施。 

 

【ラオス】 

・ラオ・フレンズ小児病院の建設。 

・病院スタッフの新雇用と教育。 

 

【ミャンマー】 

・ヤンゴン管区の 6村を対象に７ヵ月間のパイロットプロジェクトとして、計 12回の小児

モバイルクリニックを実施。アメリカや日本の医師がアドバイザーとして参加し、ミャン

マー人で構成された医療チームに対し医療指導を行った。 

 

８．主な活動成果 【カンボジア】 

・継続的な医療教育を 99セッション開講し、4,362名が参加。看護教育に関 

しては 118セッションの講義に、6,436名が参加。 
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・国内外での学会や研修にスタッフが参加し、他国の事例を共有することで、 

管理方法や最新医療科学について学ぶ機会を得た。 

 

【ラオス】 

・11月末にルアンパバーン保健局とMoUを正式に締結。ラオ・フレンズ小児病院 

の建築を開始。プロジェクトスタッフとして新しくラオス人の雇用をはじめ、 

スタッフ教育を開始した。 

 

【ミャンマー】 

・ヤンゴン管区の 6村において計 12回の小児モバイルクリニックを実施し、 

663名が診察を受けた。クリニックを実施した結果、対象地域における 

栄養不良や身体発達の遅れのある子どもたちの健康状態を知ることが出来、 

今後の活動計画の指標となった。 

９．活動写真 

 

ミャンマー：子どもたちへの栄養教育 

 

カンボジア：ろ過器の設置により安全な水が飲める 
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１．団体名 世界の医療団 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン 

２．プロジェクト

名 

郡病院・保健センターの小児医療保健スタッフ育成および住民による小児医療保健サービ

ス利用促進プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援 

４．活動地域 ラオス人民民主共和国 チャンパサック県 スクマ・ムンラパモク郡 

５．支援対象者  該当地域住民（5 歳未満児が直接受益者）、保健センター・郡病院スタッフ、保健省（県・

郡）スタッフ、村長、村落健康普及員 

 

６．事業実施の背

景と必要性 

ラオスの保健分野の喫緊の課題は、妊産婦・乳幼児の死亡率・疾病率の削減である。特に、

5 歳未満児の死亡原因の上位が、先進国では既に基本的な医療介入で回復可能な疾病（肺

炎・下痢）であることから、小児医療サービス向上によって課題解決が促進される可能性

は高い。 

既に現地カウンターパートの一つであるメドゥサン・デュ・モンド フランスが産前・出

産・産後に注力したプロジェクトを行っており、母子健康保健という包括的取り組みに発

展させることができる基礎がある。 

また、ラオス政府による妊産婦・乳幼児に対する医療の無料化政策法令化（2011 年発行）

は、保健分野 MDG 達成を促進しうるが、最貧国に位置する経済状況から政策運用が困難な

ことは明らかである。 

さらに、政策運用を目的とする経済支援と並行して、ラオスに不足している保健医療人材

を育成していくことで医療システムそのものを構築していくことが重要である。 

 

７．実施した活動

内容 

活動対象のスクマ郡・ムンラパモク郡における以下の活動 

 医療経済政策支援（住民の医療負担軽減） 

5歳未満児の健診・診察・処方の無料化（減免）政策を導入。 

ラオス保健省が発行した政策運用を現地パートナーであるラオス赤十字と共同でバックア

ップ。政策下で提供されるサービスと住民ニーズのギャップを埋め、各医療施設が自ら運

用し易い政策へと改善するため、以下の活動を同時進行させることで制度の精度を高めて

いる。 

 医療保健人材育成 

・派遣小児科医、駐在看護師による小児医療研修・実践監修を実施（3回） 

・駐在看護師による郡病院の監修 

・保健センター（HC）の指導・モニタリング 

 医療施設設備充実支援（設備機器：自己資金） 

病院・保健センターへの小児医療器具と水衛生設備の充実 

 村落における健康啓発普及活動 

村落健康普及員を教育。同普及員が住民に対し教育を行うための教材製作および配布を完

了。引き続き村落での教育集会開催のサポートを行っている 

 政府母子保健医療従事者への意識啓発活動 

県保健省・郡保健省および村落レベルを代表する関係者との各種会議を定期的に開催し、

村落から上がってきた問題点などを協議し、共同で解決策を模索するなかで保健省のイニ

シアティブを引き出す。 
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８．主な活動成果 【医療施設（12 ヶ所）を利用する 5 歳未満児の数】 

ムンラパモク郡 

1-3 月 532 

4-6 月 819 

7-9 月 775 

10-12 月 980 

 

スクマ郡 

1-3 月 1312 

4-6 月 1500 

7-9 月 2677 

10-12 月 766 

１月に制度を導入してからのデータ。初期は住民への制度についての情報提供が途上であ

ったため、利用者数の伸びは顕著ではなかったが、後半に入りデング熱の流行もあり飛躍

的な伸びを示す施設もあった。デング熱の流行が収まるとともに利用者数の伸びがそれほ

ど顕著ではなくなったため、制度導入と利用者数の伸びの関係性については引き続きデー

タを収集していくことで分析を進めていきたい。 

【医療保健人材育成】 

研修参加者（12施設スタッフ対象） 3月 33名／6月 34名 

保健センター監督指導回数 304回 （現地メディカルオフィサーによる） 

【施設設備充実支援】 

対象 12施設にて水衛生設備（水タンク、水道、シンク等）を完備 

【村落における健康啓発普及活動（現地コミュニティワーカー主導）】 

・ヘルスプロモーター（HP）ミーティング参加者延べ人数（12ヶ所で各 6回） 654名  

・HPによる村落健康普及集会開催回数 437回 参加住民累積数 15,456名 

【政府母子保健医療従事者への意識啓発活動】 

事業実施委員会年 3回、県・郡保健局 毎月、ラオス赤十字との定期会合など 

９．活動写真 

 

ヘルスセンターでの診療風景① 
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ヘルスセンターでの診療風景② 

 

 


