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TICAD 行動計画案（保健分野）に関する市民社会の最終提言（案）
2008 年 G8 サミット NGO フォーラム
保健医療ワーキング・グループ
代表 稲場 雅紀
日本の市民社会は、日本政府が主導するアフリカ開発のための多国間フォーラムとして来る５月
28-30 日に開催される「第４回アフリカ開発会議」
（TICAD IV）に向けて、継続的に働きかけを行って
きました。
私たち、保健分野に取り組む日本の NGO は、TICAD への準備の最終ステージにあたり、TICAD 行
動計画案の保健部分に関して、以下の提言を行います。
なお、本件提言は、３月 20-21 日にガボンの首都リーブルヴィルで開催された TICAD 準備閣僚会合
の際に配布された「行動計画案」をもとに作成しています。また、英文については、参考までに添付い
たしましたので、必要に応じてご活用いただければ幸いです。

１．保健システム強化について
（１） アフリカ諸国が、保健システム強化に向けて、市民社会を含む関係セクターが参加する形で適
切な国家計画を作ることを支援することを行動計画案に盛り込んでください。
-Support African countries to create technically-sound and inclusive national plans for health
system strengthening
（２） サハラ以南アフリカ全体で緊急に 100 万人の保健医療従事者の増員を達成することを、訓練、
採用、雇用維持の面で支援することを行動計画案に盛り込んでください。
-Commit to fill the urgent needs to increase 1 million health workers in total in Sub-Saharan
Africa by training and retention of health workers
（３） コミュニティにおける保健サービスへのアクセスに不可欠なコミュニティ・ヘルス・ワーカー
の育成と維持を支援することを行動計画案に盛り込んでください。
-Support training and retention of community health workers, who are crucial to increase
access to health services in community level

２．母子保健、リプロダクティブ・ヘルス、女性の健康について
（１） リプロダクティブ・ヘルス・サービスへの普遍的アクセスの実現を支援することを行動計画案
に盛り込んでください。
-Support the international efforts to achieve universal access to reproductive health services.
（２） 出産に関わる女性の死亡の削減に向けた努力について、2015 年までにどの程度の死亡率削減に
貢献するかを、具体的な数値目標と共に明示してください。
-Support the global efforts to reduce maternal mortality ratio by XX % by 2015.
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（３） 熟練助産者（skilled birth attendant）が付き添う出産数の増大について、助産師の増員を通じ
た支援（midwives-centered approach）の重要性を明記してください。
-recognizing the importance of midwives-centered approach
（４） 女性への暴力、女性の権利侵害を伴う伝統的社会制度、女性の健康を損なう伝統的慣習を廃絶
するための取り組みへの支援を行動計画案に盛り込んでください。
-Support the African efforts to abolish gender-based violence, traditional social customs
harmful for women's human rights and health

３．感染症対策について
（１） HIV/AIDS 対策について、2006 年の国連エイズ対策レビュー総会の「政治宣言」にも明記され、
サンクトペテルブルク G8 サミットでも承認された国際目標である「2010 年までの HIV/AIDS
治療・ケア・予防への普遍的アクセスの実現」を支援することを行動計画案に盛り込んでくだ
さい。
-Support the international efforts to achieve universal access to prevention, care and
treatment by 2010
（２） HIV/AIDS 対策における中央政府の機能強化に関して、HIV/AIDS 対策の国家計画の形成およ
び効率的な実施の支援を行うことを明記してください。
-Strengthen central government institutions, including formulation of technically-sound and
inclusive national plans to achieve universal access and its effective implementation
（３） HIV/AIDS 対策について、予防対策の優先化に加え、以下の事項を優先的に実施することを明
記してください。また、予防対策の優先化において、母子感染予防の拡大を加えてください。
a) 適正で人権に配慮した HIV 検査の促進
b) コミュニティを基礎とした HIV 啓発および包括的ケアの支援（HIV 陽性者支援を含む）
c) HIV 治療に関わる技術的支援
-Prioritize prevention of new infections including scaling up of PMTCT coverage, promoting
HIV testing, community-based approach for comprehensive care of people living with
HIV/AIDS and people at risk of HIV infection, and technical assistance to improve the
quality of HIV treatment
（４） マラリア対策に関して、アルテミシニン多剤併用療法の普及を支援することを明記してくださ
い。
-Support to scale up the coverage of access to artemisinin-based combination treatment
（５） マラリア対策に関して、2010 年までに、マラリア感染のリスクにさらされている人口の何％の
感染を防止するかについて具体的数値目標を含むコミットメントを示してください。
-Commit to the global efforts to raise the propotion of the people protected from the risk of
malaria infection by XX % by 2010
以上

