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チサンバ郡 総合的な農村母子保健を支える
”地域力”強化事業

教材である絵カードを使用しながら研修を受ける受講生たち。

SMAG*養成研修

村上

久子（事業モニタリング【地域・行政間連携強化】）

本プロジェクトの対象地域であるモンボシとムワプラ地域のそれ

「ナターシャの場合：これはナターシャです。ナターシャは女の

ぞれの住民保健委員会で選ばれた合計32名（ムワプラから13名、

子2人と男の子2人合計4人の子どもがいます。彼女はもう子ども

モンボシから19名）を対象に、SMAG養成研修を実施しました。

は欲しくありません。でもどうすればいいのか分かりません。夫

ムラプラ地域では昨年の12月16日から20日まで、モンボシ地域で

は農民で一家は町から遠く離れた村で暮らしています。ある日の

は今年の1月11日から15日まで、それぞれ5日間にわたって実施し

朝、ナターシャは出血していましたが、それが何なのか分からな

ました。

いため誰にも言わず・・・」
読み終わると、講師は絵カードの内容を再度確認して実際の体験

SMAG養成研修は、国家資格を持った講師が主導で教える必要が

に重ね合わせ、危険兆候の早期発見の重要性を認識させていきま

あります。しかしながら、ガイドラインが2015年に改訂されたば

す。

かりのため、本事業地を管轄するチサンバ郡では講師が見つから
ず、チサンバ郡の上位保健局であるカブウェ州保健局に相談に行

具体的には、SAY & DO DEMONSTRATION （セイ アンド

き、講師を紹介してもらうことから準備が始まりました。そして、

ドゥ デモンストレーション）というコミュニケーションツールを

チサンバ郡でも研修の講師を務めることができるスタッフを養成

使って、言葉のメッセージをジェスチャーなど体で表現します。

するため、研修講師養成研修を実施しました。その結果、新しく

読み書きが十分にできない人々が多いへき地の村などで、妊婦や

養成されたチサンバ郡保健局のスタッフとカブウェ市郊外ムクシ

新生児の健康問題への意識を高めるのに効果があるのだそうです。

郡保健局のスタッフ（国家資格保持者）の2名で、無事に前述の

本研修では8つの妊産婦危険兆候、9つの新生児の危険兆候、そし

SMAG養成研修を行なうことができました。

て５つの安全な妊娠・出産計画行動という3種類の啓発内容につい
て、教科書にある英語を自分たちの地域の言葉（トンガ語）に訳

研修では、実際に村で行われる集会を想定し、椅子を円形に並べ、

し、暗記するまで何度も練習しました。

講師もその円の中に加わります。そして、トピックごとに村の集
会で話し合いが行なわれている、という設定で学んでいきます。

研修最終日には、村での活動に影響力を持つリーダーを招待して
SMAG養成研修修了会議が行なわれました。研修で学んだ危険兆

例えば「妊婦や出産後42日までの女性に問題が起こったら、一刻

候と安全な妊娠・出産計画行動のデモンストレーションの後、出

も早く医療施設に行き死亡につながるのを防ぐ」ことについて学

席した村長から村全体で妊娠・出産を支援することが宣言され、5

ぶセッションでは、次のような流れになっています。妊婦を早く

日間のSMAG養成研修が終了しました。

医療施設に連れて行って助かったケースや、遅すぎて助からなかっ
たケースについて、講師が時系列に並んだ絵カードを使用して物
語を語ります。
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*スマッグ：Safe Motherhood Action Groupと呼ばれる安全な妊娠/出
産を支援するための地域住民によるボランティア
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杉本

チームが成長する瞬間

尊史（保健医療専門家）

子育て経験のあるお父さんお母さん、学校や習い事の先生、職場

診療所の医療スタッフをその仕組みに取り込みました。事業が開

の新人教育担当の方などは、思いもかけず人が急激に成長する瞬

始されて約1年半、この取り組みがようやく一つの実を結び始めま

間を目の当たりにしたことがあるかと思います。そんなときは驚

す。それがマケニ村の住民保健委員会です。

きとうれしさと同時に、自分の手を離れていく一抹の寂しさを感
じるものです。今回は、TICOが育ててきた住民保健委員会の一つ、

想像を超えた成長

マケニ住民保健委員会のそんな成長の話です。

柔和な顔のマケニの女性委員長テクラさんは、私たちの意図をよ
く理解してくれた上で、さらに自分たち独自で「役割分担」を推
進する仕組みを作り上げていきました。それによって活動するボ
ランティアの数を増やしただけでなく、村での病気の予防という
本来の業務の質も向上させていました。マケニの委員会が毎月診
療所に報告する内容は、いつも他の住民保健委員会の注目を集め
ています。自他共に認めるベストチームです。
私たちは、2015年10月11月と今年1月の3回に渡って、マケニ住民
保健委員会が実施する5歳未満児・妊婦健診を、他の住民保健委員
会メンバーに見学してもらうツアーを企画しました。20人に及ぶ
マケニのメンバーが組織立って手際よく健診業務をこなす様子に、
見学者たちはたちまち大きな感銘を受けていましたが、最も感動
が大きかったのは私自身だったかもしれません。見学した後の意
見交換の場で、マケニのボランティアたちは自分たちの「仕組み」

▲自主勉強会で新生児の危険兆候について復習しているマケニの住民保
健委員会。黒板の前に立つのはSMAG(2ページ参照)のメンバー。

村の母子保健はボランティア頼み
TICOが活動しているモンボシ地域には20余りの村があって、推定
2万人の人々が住んでいます。いくつかの村毎に住民保健委員会と
いう組織が作られていて、地域全体で10の住民保健委員会があり
ます。委員会の定員は15人で、皆ボランティアとして活動していま
す。活動内容は、月例会議、5歳未満児・妊婦健診（出張健診）、
戸別訪問、啓発活動、診療所への報告書提出など、多くの時間と
労力と知識を要しておよそボランティアの範囲を超えているもので
す。しかし、このようなボランティアに頼らないと、農村部の保健
医療が立ちいかなくなるのがザンビアの現状だと言えます。さて、
無報酬で多大な業務を担う住民保健委員会は、必要な人員数を確

を堂々と皆に公開していました。互いに教え合う仕組み、役割を
ローテーションする仕組み、業務を円滑にする仕組みなど、その
内容は極めて先進的で私の想像を大きく上回るものでした。
サラさんの言葉
マケニのボランティアの一人、サラさんは言います。
「私は2005年から委員会に加わったけど、健診ではやることがな
くて、手伝いたくても手伝わせてもらえなかった。でも勉強会に
参加して、当日の実際の作業にも加えてもらって、今は参加するの
が本当に楽しい。これまでは住民保健委員会って何なのかよくわ
からなかったけど、今は何をやっているかが分かるようになった。
次はカウンセリングや集計の仕事も勉強したいから、テクラ委員
長に再度勉強会を開いてもらえないか要望を出している。ボラン
ティア（無償の仕事）ではあるけど、知識は力だと思う。」

保するだけでも大変です。好んでボランティアになる村人は極少数
です。継続してくれるボランティアはさらに稀です。定員は15人で
も、実際に活動するのは4-5人にも満たないというのがこれまでの
実情でした。そして、それでは村の母子の健康を担う十分な活動
はできないのです。
ボランティアを活性化するキーワード
私たちTICOは、2014年4月以来の母子保健事業の中で住民保健委
員会の強化を図ってきました。これは非常に難しい問題ですが、
ボランティアである委員会メンバーたちと話し合いを重ね、試行
錯誤するうちに一つのキーワードが浮かび上がってきました。そ
れは、「役割分担」です。これまで多くの場合において、"読み書
きそろばん"ができる一握りのリーダーだけが委員会の業務の全体

マケニの委員長テクラさん。彼女が話をするときは、
誰もが自然と耳を傾けます。

像を把握していて、それができない他のメンバーは言われるがまま、

マケニ住民保健委員会は、驚異的な成長を見せてくれました。そ

一部の作業を手伝うのみだったのです。そこに、問題解決の糸口

の成長ぶりを見ると、私たちTICOはほとんど何もしていないので

があるのではないかと考えるようになりました。そこで、私たち

はないかとさえ思えます。今後はさらなる成長を横で見守りなが

は皆が業務の全体像を見えるようにして、コミュニケーションを

ら、第二、第三のマケニの登場を願いつつ、ボランティアたちと

促進し、積極的に責任を割り振る「仕組み」を整えていきました。

試行錯誤を続けていきます。

www.tico.or.jp
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千佳（コミュニティ活動専門家／業務調整員）

ムワプラ後輩の追い上げ
モンボシではマケニという

モンボシは数の上ではムワプラを圧倒していますが、パーセンテー

輝かしいチームが生まれて

ジを見るとムワプラ後輩のがんばりを分かっていただけるはず。

いますが（3ページ参照）、
ムワプラ後輩（会報第42号

このムワプラの成果はひとえに、診療所スタッフと住民保健委員

（2015年11月発行））も

会が、自分たちの地域で定期的に出張健診を実施してきたという

この1年で大きく成長しま

事実の積み重ねです。毎月決められた日に、必ず同じ内容のサー

した。その彼らのがんばり

ビスが実施される、とお母さんたちに信頼されなければ、こうし

を後押しするために作成し

て順調に数字を延ばしていくことはできません。そして地域の人

たのが、この左のカレン

たちに信頼されなければ、診療所には患者として行きませんし、

ダー（A2サイズ）。

住民保健委員会に健康のことで相談にも行きません。地域に確実
に母子保健サービスを届けるには、地域からの信頼を得ること、

ムワプラ診療所管轄下にあ

そして裏切らないこと、それが第1条件です。

る6つの住民保健委員会の
集合写真と診療所スタッフ

さて、出張健診は改善が見られる一方で、施設分娩の数は低迷し

の写真を配し、右下にはチ

ています。地域全体としては3か月で70件のお産があると推定され

ピモ日程（例：ニャンカン

ているので、残りはリスクを伴う自宅での分娩が多数を占めるこ

ガ地区は第1水曜日）を掲載しています。チピモとは、現地語で「母

とになります。

と子」を意味し、多くの母子が集まる出張健診のことも「チピモ」
と呼ばれます。

期間

カレンダーの上部にLetʼs go to Chipimo「チピモに行こう！」と
あるように、このカレンダーはより多くの人たちがチピモの重要
性と、その実施を担う住民保健委員会の存在意義について理解し

施設分娩数
（3か月ごとの累計）

2015年
1〜3月

2015年
4〜6月

2015年
7〜9月

2015年
10〜12月

8

16

12

12

そこで、研修を終えて帰って来たばかりのSMAG（2ページ参照）

てほしい、という思いが込められています。

に期待です。SMAGは住民保健委員会に所属する、安全な妊娠・

チピモ（出張健診）では、5歳未満児健診、妊婦健診、家族計画の

や施設分娩の重要性を説き、診療所スタッフが確実にサービスを

出産推進に特化したボランティアです。SMAGが地域で妊婦健診

3つのサービスが行われますが、なんといっても対象としての数が
多いのは子どもたち。最も大きな住民保健委員会では毎月200〜

実施することで、こちらも改善が見込まれます。

300人の子どもたちの体重を測り、成長具合を確かめています。

併せて、分娩室の改装を計画中です。下の写真のような現在の分

ではこの1年でムワプラ後輩は、どれくらいの数の子どもたちを計

します。この計画を実現させるために、皆様からのご支援を募っ

測したのでしょうか。
2015年
1〜3月

2015年
4〜6月*

2015年
7〜9月

2015年
10〜12月*

計測した5歳未満児の数
（3か月ごとの累計）

315

478

968

1,665

5歳未満児カバー率
（推定）

9.5%

14.4%

29.2%

50.2%

期間

娩室を改装して、妊婦さんが快適・清潔・安心に過ごせる空間に
ています。（10ページを覧ください。）

出典：チサンバ郡保健局
※大まかな傾向を見るために、3か月ごとで区切っていますが、出張健診
は毎月各住民保健委員会で実施されています。

ちなみにモンボシ先輩の成績は以下の通り。
期間
計測した5歳未満児の数
（3か月ごとの累計）
5歳未満児カバー率
（推定）

2015年
1〜3月

2015年
4〜6月*

2015年
7〜9月

2015年
10〜12月*

2,384

4,211

2,276

5,348

30%

53.1%

28.7%

67.4%

2014年4月から開始されている本事業は、JICA（国

出典：チサンバ郡保健局

際協力機構）から「草の根技術協力事業」として委

*ザンビアでは6月と12月の年2回、子どもの健康週間という全国キャンペー
ンが展開されるため、その時期の数字は通常より増加する傾向があります。
4

プロジェクト期間はあと1年ほどですが、ムワプラ後輩の追い上げ
を信じ、引き続きの応援をよろしくお願いします。

託を受けて実施しています。
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