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アフガニスタン 2002 2018 アフガニスタン ナンガハール州母子保健事業（母子保健クリニックの運営など） 母子保健 一般寄付等による支援

インド 2015 2015 インド インド　ラジャスタン州における乳幼児の総合的栄養改善事業 母子栄養 プラン・インターナショナル・ジャパン

インドネシア 2016 2018 インドネシア JICA企画調査員派遣（出向） 保健他 JICAインドネシア事務所

2009 2010 インドネシア
西スマトラ沖地震被災地支援（移動式巡回医療の実施、女性への保健
衛生キットの提供、クリニックの修復等支援）

被災地支援 民間企業連携（ファーストリテイリング）

2006 2010 インドネシア 母子保健プロジェクト(ウェスト・ヌサ・テンガラ州東ロンボク県） 母子保健 民間企業連携（ヤクルト）

2006 2010 インドネシア
スマトラ沖地震被災地支援（母子保健、災害孤児や女性の生活支援な
ど）バンダアチェ地区

被災地支援
一般寄付等による支援（ベルマーク教育
助成財団他）

2004 2007 インドネシア
アジア地域におけるリプロダクティブ・ヘルスへの男性参加促進プロジェ
クト (Change!）

妊産婦保健 国際機関連携（UNFPA)

2006 2006 インドネシア ジャワ島地震被害支援プロジェクト 被災地支援 一般寄付等による支援（真如苑）

エクアドル 2005 2007 エクアドル
地域プロジェクト：思春期保健啓発活動（エクアドル、ニカラグア、ペ
ルー、メキシコ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA）

エチオピア 2012 2012 エチオピア オロミア州母子栄養改善プロジェクト（行動変容コミュニケーション) IEC/BCC 技術協力プロジェクト（JICA）（専門家）

ガーナ 2018 2022 ガーナ
アフリカの妊産婦と女性の命を守る~持続可能なコミュニティ主体の保健
推進プログラム

RH 民間企業連携（武田薬品）

2017 2019 ガーナ 地域と保健施設をつなぐ母子継続ケア強化プロジェクト 母子保健 草の根技術協力プロジェクト（JICA)

2017 2018 ガーナ
保健スタッフの技能研修とアウトリーチ活動強化支援（イースタン州コウ
イースト郡）

母子保健 民間企業連携（JKA補助事業）

2017 2018 ガーナ 保健施設（CHPS)の医療機材の購入 母子保健
一般寄付等による支援（ホワイトリボンラ
ン寄付)

2015 2016 ガーナ N連プロジェクト（2011－2014）フォローアップ：診療所水タンク設置支援 施設建設
一般寄付等による支援（ホワイトリボンラ
ン寄付)

2015 2016 ガーナ EMBRACE実施研究 母子保健 実施研究（JICA)

2015 2015 ガーナ 保健ボランティアの能力強化研修とラジオ放送による啓発活動 母子栄養 民間企業連携（JKA補助事業補助事業）

2012 2015 ガーナ HIV母子感染予防にかかる運営能力強化プロジェクト HIV/エイズ 技術協力プロジェクト（JICA）

2011 2014 ガーナ
イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブ・ヘルス向
上プロジェクト

RH 日本NGO連携無償資金協力(外務省）

2011 2011 ガーナ
ガーナにおけるHIV/エイズに関する取組の現状やコミュニティレベルの
ニーズに関する調査研究

HIV/エイズ
国際開発協力関係NGO補助事業（外務
省）

2010 2010 ガーナ 企画調査員派遣（出向：民間連携促進／エイズ対策／イベント支援） HIV/エイズ ガーナ事務所（JICA)

2008 2010 ガーナ
母子感染予防プログラムにおける男性参加、妊産婦健診、エイズ検査
を促進するためのコミュニケーション・アクションプラン作りと紙芝居制作

HIV/エイズ 国際機関連携（UNICEF)

2008 2009 ガーナ 専門家派遣（出向：HIV/エイズ・プログラム調整） HIV/エイズ 技術協力プロジェクト（JICA）

2004 2009 ガーナ
地域主導リプロダクティブヘルス（CoRH ）プロジェクト（アシャンティ州ア
ハフォ・アノ・サウス郡）

RH
民間資金による支援（IPPF）、一般寄付
等

2005 2007 ガーナ 地域プロジェクト：RHとHIV予防の統合プロジェクト（ガーナ、ザンビア）
RH/HIV/エイ
ズ

国際機関連携（UNFPA)

2004 2006 ガーナ 思春期を含めたRH推進活動（セントラル州、イースタン州）
RH/思春期保
健

民間資金による支援（IPPF)

2000 2003 ガーナ
地域プロジェクト：HIV/エイズ予防活動のためのBCC戦略作り/効果的
な教材の開発/IPガイドライン作り（ガーナ、タンザニア、ザンビア、ケニ
ア、マラウィ）

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA）

カンボジア 2014 2016 カンボジア バッタンバン州包括的ユースプログラム 思春期保健 一般寄付等による支援

2009 2011 カンボジア レファラル病院における医療機材管理強化プロジェクト 医療機材 技術協力プロジェクト（JICA）

2004 2007 カンボジア
地域プロジェクト：思春期RH事業(２期）：思春期保健、若者主体のアドボ
カシー活動強化（カンボジア、バングラデシュ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA）

公益財団法人ジョイセフ　事業実績
（海外プロジェクト/専門家派遣/調査）

資金ソース分野国・地域等 開始年 終了年 国名等 業務名
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2000 2003 カンボジア
地域プロジェクト：RH/BCC強化事業（1期）：地域に根差したRH推進の
ための効果的なBCC戦略作り(バングラデシュ、フィリピン、カンボジア、
ミャンマー）

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA）

ケニア 2018 2022 ケニア
アフリカの妊産婦と女性の命を守る~持続可能なコミュニティ主体の保健
推進プログラム

RH 民間企業連携（武田薬品）

2000 2003 ケニア
地域プロジェクト：HIV/エイズ予防活動のためのBCC戦略作り/効果的
な教材の開発/IPガイドライン作り（ガーナ、タンザニア、ザンビア、ケニ
ア、マラウィ）

RH/HIV 国際機関連携（UNFPA)

ザンビア 2018 2022 ザンビア
アフリカの妊産婦と女性の命を守る~持続可能なコミュニティ主体の保健
推進プログラム

RH 民間企業連携（武田薬品）

2017 2018 ザンビア 女性の自立と健康プロジェクト RH
民間企業連携（リンク・セオリー・ジャパ
ン）

2014 2017 ザンビア 妊産婦・新生児保健ワンストップサービスプロジェクト
母子保健/
施設建設

日本NGO連携無償資金協力(外務省）

2010 2017 ザンビア ザンビア、コッパーベルト州母子保健支援事業（母子保健棟建設など）
母子保健/
施設建設

民間企業連携（ファーストリテイリング、
キャスキッドソン、テルモ生命科学芸術財
団、ソロプチミスト、他）

2015 2016 ザンビア 若者に向けた啓発活動強化（ピア・エデユケーター研修） 思春期保健
一般寄付等による支援（ホワイトリボンラ
ン寄付)

2014 2015 ザンビア ザンビア・コッパーベルト州妊産婦支援事業 母子保健 民間企業連携（ヴィリーナジャパン）

2014 2014 ザンビア
ザンビア、コッパーベルト州母子保健支援事業フォローアップ（水タンク
設置＋ピア・エジュケーターと教師の研修）

母子保健/
施設建設

民間企業連携（グライド・エンタープライ
ズ）

2004 2010 ザンビア
自主的な地区組織兼ヘルスポストを中心とした家族計画、妊産婦保
健、乳幼児保健活動支援（コッパーベルト州マサイティ郡、ムポングェ
郡）

母子保健
民間資金による支援（IPPF）、一般寄付
等

2005 2007 ザンビア 地域プロジェクト：RHとHIV予防の統合プロジェクト（ガーナ、ザンビア） RH/HIV 国際機関連携（UNFPA)

2004 2006 ザンビア
エイズと闘うためのコミュニティエンパワメントプロジェクト(コッパーベル
ト州マサイティ郡、ルフワニャマ郡）

HIV/エイズ 民間資金による支援（IPPF)、FIDR

2005 2005 ザンビア 無医村の母と子の健康を守る住民運動 母子保健
民間資金による支援（ベルマーク教育助
成財団)

1984 2005 ザンビア
家族計画・寄生虫予防インテグレーションプロジェクト（IP)（コッパーベル
ト州、ルアプラ州、サザーン州）:CoRHに基づくRH推進

RH/
地域保健

民間資金による支援（IPPF)

2004 2004 ザンビア
母子保健活動のための地域保健活動拠点「クラブハウス」の建設（コッ
パーベルト州、サウザン州）

母子保健/
地域保健

民間資金による支援（ベルマーク教育助
成財団)

2001 2003 ザンビア 思春期保健/HIV予防を含めたRH推進活動 思春期保健 民間資金による支援（IPPF)

2000 2003 ザンビア
地域プロジェクト：HIV/エイズ予防活動のためのBCC戦略作り/効果的
な教材の開発/IPガイドライン作り（ガーナ、タンザニア、ザンビア、ケニ
ア、マラウィ）

RH/HIV/
BCC

国際機関連携（UNFPA)

スーダン 2017 2019 スーダン
ダルフール3 州における公共サービスの向上を通じた平和構築プロジェ
ク卜

地域保健 技術協力プロジェクト（JICA）

2016 2019 スーダン プライマリーヘルスケア拡大支援プロジェクト PHC 技術協力プロジェクト（JICA）

スリランカ 2009 2009 スリランカ 若者対象のビデオ制作技術研修 IEC/BCC 民間資金による支援（IPPF)

2007 2007 スリランカ 映像作品作りを通じた若者のアドボカシー(政策提言)能力強化
IEC/BCC/
思春期保健

国際機関連携（世銀)

2000 2003 スリランカ
地域プロジェクト：思春期RH 事業(１期）：若者参加、RH情報・サービス
の提供、利用しやすい環境づくり（マレーシア、ネパール、スリランカ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

タンザニア 2018 2022 タンザニア
アフリカの妊産婦と女性の命を守る~持続可能なコミュニティ主体の保健
推進プログラム

RH 民間企業連携（武田薬品）

2013 2018 タンザニア
若者へのリプロダクティブヘルス啓発プロジェクト（シニャンガ州キシャブ
県）

思春期保健
一般寄付等による支援（ジョイセフフレン
ズ、ホワイトリボンラン他）

2011 2016 タンザニア

（草の根技術協力プロジェクトのフォローアップ）シニャンガ州ニンド保健
センターの母子保健棟改修、ムワルクワ診療所母子保健等建設及び水
タンク設置、ムワマカランガ診療所母子保健棟建設及び水道管延長工
事、太陽光発電による電気供給事業支援、保健ボランティア フォロー
アップ研修など

母子保健
民間企業連携（雑誌VERY、ヴィリーナ
ジャパン株式会社、サラヤ株式会社、ほ
けんの時間、キャリネス等）、一般寄付

2011 2015 タンザニア
地域と保健施設の連携によるリプロダクティブ・ヘルスサービスの強化
プロジェクト

RH 草の根技術協力プロジェクト（JICA)

2006 2010 タンザニア
母子保健プロジェクト(キリマンジャロ州、モロゴロ州、ムワンザ州、マラ
州、シンギダ州）

母子保健 一般寄付等による支援

1983 2006 タンザニア
家族計画・寄生虫予防インテグレーションプロジェクト（IP)（キリマンジャ
ロ州、モロゴロ州、ムワンザ州マラ州、シンギダ州など）:CoRHに基づく
RH推進

RH 民間資金による支援（IPPF)、一般寄付等

国・地域等 開始年 終了年 国名等 業務名 分野 資金ソース
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2000 2003 タンザニア
地域プロジェクト：HIV/エイズ予防活動のためのBCC戦略作り/効果的
な教材の開発/IPガイドライン作り（ガーナ、タンザニア、ザンビア、ケニ
ア、マラウィ）

RH/HIV/
BCC

国際機関連携（UNFPA)

中国 2005 2010 中国 貴州省道真・雷山県住民参加型総合貧困対策モデルプロジェクト 貧困対策 技術協力プロジェクト（JICA）

2009 2009 中国 四川省平武県地震被災地支援 被災地支援
一般寄付等による支援（ベルマーク教育
助成財団他）

2007 2009 中国
RH・家庭保健・生活改善インテグレーション・プロジェクト(IP)：貴州省三
穂県

RH/生活改善 民間資金による支援（IPPF)

1984 2007 中国 中国IP（第７期2002年開始：全国31省の42県で実施）
寄生虫/母子
保健

民間資金による支援（IPPF)

2002 2005 中国 貴州省三都県総合貧困対策モデルプロジェクト 貧困対策 開発福祉支援事業（JICA)

ニカラグア 2005 2009 ニカラグア 思春期リプロダクティブ・ヘルス強化プロジェクト
RH/思春期保
健

技術協力プロジェクト（JICA）

2005 2007 ニカラグア
地域プロジェクト：思春期保健啓発活動（エクアドル、ニカラグア、ペ
ルー、メキシコ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA）

ネパール 2016 2018 ネパール ネパール女子エンパワーメントプロジェクト：　ピアを通じた啓発教育 思春期保健
資生堂ジャパン株式会社（INTEGRATE)、
一般寄付等による支援（ホワイトリボンラ
ン寄付）

2015 2016 ネパール
ネパール中部地震被災者支援 2015 被災女性・母子へのリプロダクティ
ブヘルス（RH）サービス支援事業

被災地支援
ジャパンプラットフォーム助成、一般寄付
等による支援

2011 2011 ネパール 学校保健・栄養改善プロジェクト専門家派遣（モニタリング・監督分野） 栄養
技術協力プロジェクト（JICA）：専門家派
遣

2010 2010 ネパール 学校保健・栄養改善プロジェクト専門家派遣（健康教育・ビア教育） 栄養
技術協力プロジェクト（JICA）：専門家派
遣

2008 2009 ネパール
国別プログラム：保健人口省国家教育情報コミュニケーションセンターを
強化するためのコンサルタンシー

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

2007 2007 ネパール 映像作品作りを通じた若者のアドボカシー(政策提言)能力強化
IEC/BCC/
思春期保健

国際機関連携（世銀)

2000 2003 ネパール
地域プロジェクト：思春期RH 事業(１期）：若者参加、RH情報・サービス
の提供、利用しやすい環境づくり（マレーシア、ネパール、スリランカ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

バングラデシュ 2014 2016 バングラデシュ バングラデシュにおける子どもの虐待防止プロジェクト
IEC/BCC/
虐待防止

技術協力（欧州委員会)

2004 2007 バングラデシュ
地域プロジェクト：思春期RH事業(２期）：思春期保健、若者主体のアドボ
カシー活動強化（カンボジア、バングラデシュ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

2004 2005 バングラデシュ リプロダクティブヘルス地域展開プロジェクトフォローアップ RH JICAバングラデシュ事務所

2000 2003 バングラデシュ
地域プロジェクト：RH/BCC強化事業（1期）：地域に根差したRH推進の
ための効果的なBCC戦略作り(バングラデシュ、フィリピン、カンボジア、
ミャンマー）

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

2000 2003 バングラデシュ リプロダクティブヘルス地域展開プロジェクト（ナルシンディ県） RH 開発パートナー事業（JICA)

東ティモール 2010 2012 東ティモール
国別プログラム：男性参加を促すためのコミュニケーション戦略作り支
援

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA/世銀)

フィリピン 2002 2005 フィリピン
フィリピンCoRHプロジェクトー住民主導型RH/栄養改善統合プロジェクト
（バタンガス州）

RH/栄養 民間企業連携（味の素）

2000 2004 フィリピン CoRH（地域主体のRH）推進プロジェクト（カピス州） RH
国際機関連携（UNFPA)　人間の安全保
障基金

2000 2003 フィリピン
地域プロジェクト：RH/BCC強化事業（1期）：地域に根差したRH推進の
ための効果的なBCC戦略作り(バングラデシュ、フィリピン、カンボジア、
ミャンマー）

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA）

ベトナム 2017 2018 ベトナム
助産師能力強化研修を通じた母子保健支援（2014－2017N連プロジェク
トフォローアップ）

母子保健 民間企業連携（電力総連）

2014 2017 ベトナム 女性健康センター設立と助産師能力強化プロジェクト
RH/
施設建設

NGO連携資金協力（外務省）

2015 2016 ベトナム 分娩時における感染予防対策に関する案件化調査 母子保健
中小企業海外展開支援事業（JICA）: 大
衛

2009 2010 ベトナム
母子保健プロジェクト：保健ボランティア地域巡回活動強化＋マイクロク
レジットによる収入創出支援（ニンビン省イエンカン郡）

母子保健
民間企業連携（真如苑、電力総連）、一般
寄付等

2006 2009 ベトナム リプロダクティブヘルスケア広域展開アプローチプロジェクト RH 技術協力プロジェクト（JICA）

資金ソース分野国・地域等 開始年 終了年 国名等 業務名

分野国・地域等 開始年 終了年 国名等 業務名 資金ソース
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2003 2008 ベトナム
母子保健プロジェクト：保健ボランティア地域巡回活動強化＋マイクロク
レジットによる収入創出支援（バクニン省ザビン郡）

母子保健
民間企業連携（真如苑、電力総連）、一般
寄付等

2000 2005 ベトナム ゲアン省リプロダクティブヘルス・プロジェクトフェーズII RH 技術協力プロジェクト（JICA）

ペルー 2005 2007 ペルー
地域プロジェクト：思春期保健啓発活動（エクアドル、ニカラグア、ペ
ルー、メキシコ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

マラウィ 2000 2003 マラウィ
地域プロジェクト：HIV/エイズ予防活動のためのBCC戦略作り/効果的
な教材の開発/IPガイドライン作り（ガーナ、タンザニア、ザンビア、ケニ
ア、マラウィ）

RH/HIV/
BCC

国際機関連携（UNFPA)

マレーシア 2000 2003 マレーシア
地域プロジェクト：思春期RH 事業(１期）：若者参加、RH情報・サービス
の提供、利用しやすい環境づくり（マレーシア、ネパール、スリランカ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

ミャンマー 2017 2020 ミャンマー
リプロダクティブヘルスに重点を置いたプライマリヘルスケア強化プロ
ジェクト

RH/PHC 草の根技術協力プロジェクト（JICA)

2017 2018 ミャンマー 月経教育を通じた生理用ナプキン普及促進事業2
RH /
思春期保健

民間企業連携（ユニ・チャーム）

2017 2017 ミャンマー
草の根技術協力プロジェクト（2013－2016）フォローアップ（准農村保健
所の建設、母子保健推進員再研修の実施等）

母子保健
民間企業連携（ヴィリーナジャパン、ズー
ムティー）

2016 2017 ミャンマー
母子保健推進員1200名の再研修実施（エヤワディ地域チャウンゴンタ
ウンシップ）

母子保健
一般寄付等による支援(ホワイトリボンラ
ン寄付）

2016 2017 ミャンマー
遠隔医療システムXMIXを活用した妊産婦検診の改善に向けた案件化
調査

母子保健
中小企業海外展開支援事業
（JICA):TRIART

2016 2017 ミャンマー ミャンマーにおけるPHC拡充に関する基礎情報収集・確認調査 PHC 情報収集・確認調査（JICA)

2015 2017 ミャンマー 月経教育を通じた生理用ナプキン普及促進事業
RH /
思春期保健

JICA民間技術普及促進事業（JICA）：ユ
ニ・チャーム

2014 2016 ミャンマー
農村地域における妊産婦の健康改善のためのコミュニティ能力強化プ
ロジェクト

母子保健 草の根技術協力プロジェクト（JICA)

2013 2013 ミャンマー 国家マラリア対策プログラム支援
マラリア
/IEC/BCC

国際機関連携（PSI)

2009 2013 ミャンマー
国別プログラム：広報教育プロジェクトおよび若者のリプロダクティブヘ
ルス向上プロジェクト

IEC/BCC/
思春期保健

国際機関連携（UNFPA)

2008 2012 ミャンマー
国別プログラム：　広報教育プロジェクト（BCC）/若者のRH向上プロジェ
クト

IEC/BCC/
思春期保健

国際機関連携（UNFPA)

2010 2010 ミャンマー 効果的啓発のための伝達手段に関する調査の実施 IEC/BCC 民間資金による支援(三菱財団）

2008 2010 ミャンマー
男性参加、妊産婦健診、エイズ検査促進、母子感染予防事業支援（コ
ミュニケーション・アクションプラン作りと紙芝居制作など）

HIV/エイズ 国際機関連携（UNICEF)

2005 2010 ミャンマー 地域展開型リプロダクティブ・ヘルス・プロジェクト RH 技術協力PROTECO（JICA)

2008 2009 ミャンマー ミャンマーサイクロン被災地支援 被災地支援
民間企業連携（ベルマーク教育助成財
団）、一般寄付等

2007 2007 ミャンマー
国別プログラム：広報教育プロジェクト（RH推進のためのBCC活動推
進）

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

2005 2007 ミャンマー マグウェ―管区保健施設補修プロジェクト
施設建設/
改修

日本NGO支援無償資金協力（外務省）

2004 2007 ミャンマー
アジア地域におけるリプロダクティブ・ヘルスへの男性参加促進プロジェ
クト (Change!）

妊産婦保健 国際機関連携（UNFPA)

2002 2006 ミャンマー 国別プログラム：広報教育プロジェクト（地域展開型BCC活動） IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

2003 2005 ミャンマー BCC活動強化プロジェクト IEC/BCC パッカード財団

2000 2003 ミャンマー
地域プロジェクト：RH/BCC強化事業（1期）：地域に根差したRH推進の
ための効果的なBCC戦略作り(バングラデシュ、フィリピン、カンボジア、
ミャンマー）

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

メキシコ 2005 2007 メキシコ
地域プロジェクト：思春期保健啓発活動（エクアドル、ニカラグア、ペ
ルー、メキシコ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA）

2004 2007 メキシコ CoRH思春期保健プロジェクト（チアパス州）
RH/
思春期保健

民間資金による支援（IPPF)

2000 2004 メキシコ
地域プロジェクト：思春期若者に対するSRHに関する教育の推進（メキシ
コ他１２か国）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

2001 2003 メキシコ CoRH推進と思春期RHプロジェクト
RH/
思春期保健

民間資金による支援（IPPF)

分野 資金ソース国・地域等 開始年 終了年 国名等 業務名
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モンゴル 2008 2010 モンゴル
「カサート・ジャパン・ファミリープロジェクト（貧困削減、家族計画・母子
保健改善、寄生虫予防、収入創出活動、マイクロクレジットを統合した
事業）

貧困削減 一般寄付等による支援

2004 2007 モンゴル
アジア地域におけるリプロダクティブ・ヘルスへの男性参加促進プロジェ
クト (Change!）

妊産婦保健 国際機関連携（UNFPA)

2006 2006 モンゴル
マスコミに対するコミュニケーション技術の指導（母子保健推進TVスポッ
ト制作）

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPAモンゴル)

ラオス 2008 2011 ラオス
国別プログラム：既存教材のアーカイブ(データベース)作りと、新規教材
企画のための BCC コミュニケーション戦略作り

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

2003 2005 ラオス 思春期ビデオ制作技術指導
IEC/BCC/
思春期保健

国際機関連携（UNFPA)

地域プロジェクト

アジア地域 2004 2007 アジア地域②
地域プロジェクト：RH/BCC強化事業（２期）：RHへの男性参加促進に向
けたBCC戦略立案プロジェクト（インドネシア、モンゴル、ミャンマー）

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

2004 2007 アジア地域①
地域プロジェクト：思春期RH事業(２期）：思春期保健、若者主体のアドボ
カシー活動強化（カンボジア、バングラデシュ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

2000 2003 アジア地域②
地域プロジェクト：RH/BCC強化事業（1期）：地域に根差したRH推進の
ための効果的なBCC戦略作り(バングラデシュ、フィリピン、カンボジア、
ミャンマー）

IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

2000 2003 アジア地域①
地域プロジェクト：思春期RH 事業(１期）：若者参加、RH情報・サービス
の提供、利用しやすい環境づくり（マレーシア、ネパール、スリランカ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

南アジア地域 2007 2007 南アジア地域 地域プロジェクト：若者リーダーに対するコミュニケーション技術研修 IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

アフリカ地域 2005 2007 アフリカ地域 地域プロジェクト：RHとHIV予防の統合プロジェクト（ガーナ、ザンビア） RH/HIV 国際機関連携（UNFPA)

2000 2003 アフリカ地域
地域プロジェクト：HIV/エイズ予防活動のためのBCC戦略作り/効果的
な教材の開発/IPガイドライン作り（ガーナ、タンザニア、ザンビア、ケニ
ア、マラウィ）

RH/HIV 国際機関連携（UNFPA)

中南米地域 2005 2007 中南米地域
地域プロジェクト：思春期保健啓発活動（エクアドル、ニカラグア、ペ
ルー、メキシコ）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

2000 2004 中南米地域
地域プロジェクト：思春期若者に対するSRHに関する教育の推進（メキシ
コ他１２か国）

思春期保健 国際機関連携（UNFPA)

アラブ・中央アジ
ア・東欧地域

2007 2007
アラブ・中央アジ

ア・東欧地域
若者リーダーに対するコミュニケーション技術研修 IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

アジア太平洋地
域

2009 2009 アジア太平洋地域 アジア太平洋地域24か国BCC研修 IEC/BCC 国際機関連携（UNFPA)

途上国 2007 2007 途上国
若者のアドボカシー(政策提言)能力強化を目的とした映像メディアコン
テンツ作りに関する能力強化のための英文による映像製作技術マニュ
アル作成

思春期/アド
ボカシー

国際機関連携（世銀)

調査・研究（一部国別事業実績と重複）

2016 2017 ミャンマー
遠隔医療システムXMIXを活用した妊産婦検診の改善に向けた案件化
調査

母子保健
中小企業海外展開支援事業
（JICA):TRIART

2016 2017 ミャンマー ミャンマーにおけるPHC拡充に関する基礎情報収集・確認調査 PHC 情報収集・確認調査（JICA)

2015 2016 ガーナ EMBRACE実施研究 母子保健 実施研究（JICA)

2015 2016 ベトナム 分娩時における感染予防対策に関する案件化調査 母子保健
中小企業海外展開支援事業（JICA）: 大
衛

2011 2011 ガーナ
ガーナにおけるHIV/エイズに関する取組の現状やコミュニティレベルの
ニーズに関する調査研究

HIV/エイズ 国際開発協力関係NGO補助事業

2010 2010 研究 母子保健施策の効果的な指標作成に関する研究（アジア） 母子保健 国立国際医療研究センター

2009 2009 調査 新国際保健政策策定に係る調査業務 保健政策 外務省委託調査

2008 2009 調査
母子保健施策の指標に関する調査（主任研究者：中村安秀、大阪大学
人間科学科教授）

保健政策
厚生労働省国立国際医療センター・国際
医療協力研究委託費

2007 2007 調査
十代の望まない妊娠防止対策に関する研究―世界の十代の避妊、妊
娠、中絶、出産等に関する現状調査

思春期保健 厚生労働科学研究費補助金

2007 2007 調査
「人工妊娠中絶に関する政策：世界の情勢」日本語版制作(2002 年改訂
版、100 カ国選出翻訳

母子保健 厚生労働科学研究費補助金

国・地域等 開始年 終了年 国名等 業務名 分野 資金ソース
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ARH Adolescent Reproductive Health 思春期保健

BCC Behaviour Change Communication 行動変容のためのコミュニケーション

CoRH Community operated Reproductive Health 地域に根差したリプロダクティブヘルス活動

EMBRACE Ensure Mothers and Babies Regular Access to Care

FPAB Family Planning Association of Bangladesh バングラデシュ家族計画協会

IEC Information, Education,Communication 啓発活動（情報、教育、コミュニケーション）

IPPF International Planned Parenthood Federation 国際家族計画連盟

JICA Japanese International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構

JKA JKA 公益財団法人JKA

NGO Non-Governmental Organization 非政府組織

N連 (Grant Assistance to Japanese NGO Projects) *semantic 外務省NGO連携資金協力

PROTECO Project type Technical Cooperation 民間提案型プロジェクトタイプ技術協力

PSI Population Services International ポピュレーション・サービス・インターナショナル

RH Reproductive Health リプロダクティブヘルス

TRIART Triangle Architect 株式会社TRIART（トライアート）

UNFPA United Nations Population Fund 国連人口基金

UNICEF United Nations Childrens Fund 国連児童基金

略語

説明：日本政府による母子の命を守ることに焦点を当て
た2010年からの新しい支援モデル
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