
１. 案件の概要 
国名：カンボジア王国 案件名：医療技術者育成プロジェクト 
分野：保健人材育成 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部 協力金額（評価時点）：369,597千円 

先方関係機関：保健省人材開発部、医療技術学校
（TSMC）、地方看護学校（RTC）：バッタンバン、ス
トゥントゥレン、カンポット、コンポンチャム 

協力期間 2003年 9月 15日～
2008年 9月 14日 

日本協力機関：国立国際医療センター、雪ノ聖母会聖
マリア病院、全国臨床検査技師教育施設協議会、国際
医療福祉大学 

他の関連協力：  無償資金協力「国立医療技術学校整備計画」（2004年） 
1-1 協力の背景と概要 
カンボジア国(以下 カ国）は、1970 年代より 20 年間余に及ぶ紛争と政治的混乱の影響で、
医療職を含む知識層の人材不足が大きな社会問題となっている。保健衛生に係る指標も周
辺国に比して低く、特に医療技術者の養成はその質量ともに遅れが指摘されており、これ
が保健医療サービスの向上を阻む大きな要因となっている。 

かかる状況のもと、本プロジェクトは、首都プノンペンにある国立の医療技術学校(以下
TSMC)と地方の 4つの看護学校(以下 RTC)の計 5サイトを対象に、4領域(正看護師、臨床検
査技師、放射線技師、理学療法士）の医療技術者の基礎教育の改善を目指している。その
活動には、学校指定規則や指導要領をはじめとした教育機関や教育内容に関する国家標準
規定の策定にかかる支援、カリキュラム改訂・教材開発・教員の能力向上・教育課程の実
施、などの各学科の教育の質の向上に係る支援、また首都にある TSMC については学校運営
上の課題も多いことから、学校運営の改善に係る支援、も包括している。 

なお、本プロジェクトは 2004 年 12 月及び 2005 年 5 月の運営指導調査団の派遣を通じ、
プロジェクトで取り組むべき範囲の明確化とプロジェクトの枠組み（プロジェクト・デザ
イン・マトリックス 以下 PDM）・活動計画（プラン・オブ・オペレーション 以下 PO）を先
方と協議・合意の上で見直し、新たな計画のもとに活動を展開してきた。 

 
1-2 協力内容 
(1) 上位目標 
規定された業務内容を遂行できる医療技術者（正看護師、臨床検査技師、放射線技師、
理学療法士）が公立や私立の全教育施設で養成され、保健省の雇用状況が改善される。 
(2) プロジェクト目標 
保健省政策に基づいて、公的な医療技術者育成学校が、正看護師・臨床検査技師・理学
療法士・放射線技師育成のための基礎教育を適切に実施できる。 
(3) 期待される成果 
成果１：看護学科、検査学科、放射線技術学科、理学療法学科に関わる学校を承認するた

めの「学校指定規則」と「指導要領」が作成され施行される。 
成果２：学校指定規則と指導要領に沿った看護・検査・理学療法・放射線技術の各学科の

カリキュラムとシラバスが作成・改定あるいは提案され、保健省によってカンボ
ジア国標準カリキュラムとして認可される。 

成果３：改定あるいは作成されたカリキュラムやシラバスに沿った看護・検査・理学療法・
放射線技術の各学科の教育教材が開発・供与あるいは提案される。 

成果４：看護・検査・理学療法・放射線技術学科の教員の能力が向上する。 
成果５：開発・改定あるいは提案されたカリキュラムとシラバスに沿った看護・検査・理

学療法・放射線技術の各学科課程が実施される。 
成果６：医療技術学校（TSMC）の学校運営が改善される。 



成果７：JCC、PCCとプロジェクト実施者により、上記１－６のプロジェクト活動のモニ
タリングと検討が行われる。 

(4) 投入 
1) 日本側 

長期派遣専門家     6名（97M/M） 
短期派遣専門家     18名(49.5M/M) 
研修員受け入れ     16名 
第三国研修（タイ）   3名 
第三国研修(マレーシア) 15名 
機材供与        約 US$511,000(約 62,224千円相当) 
現地業務費       約 US$411,005(約 50,048千円相当) 

2) カンボジア側 
カウンターパート配置  37名 
施設等提供       事務所、光熱水料、電話代、等 
ローカルコスト負担   約 1,590米ドル 

2. 評価調査団の概要 
調査者 (担当分野、氏名、所属) 

団長/総括 石井 羊次郎  JICA人間開発部 第 3グループ グループ長 
臨床検査 三村 邦裕   千葉科学大学 危機管理学部 臨床生命分野  

環境安全システム学科 教授 
協力計画 遠藤 亜貴子 JICA人間開発部 第 3グループ 保健人材育成チーム

Jr.専門員 
評価分析  鈴木 修一  株式会社フジタプランニング コンサルタント 

調査期間：2007年 2月 5日～20日 中間評価 
3. 評価結果の概要 
3-1. 評価結果の要約 
1) 妥当性 
カ国の保健政策及び JICA の事業実施政策と照らし、本プロジェクトの妥当性は高いとい
える。 

本プロジェクトは、カ国「Health Sector Strategic Plan （HSSP）2003-2007」及び「Health 
Workforce Development Plan (HWDP) 1996-2003/2006-2015」のもとに実施されており、HSSP
には「保健医療システムにおける人材雇用と、人材育成による保健医療人材の活用」が、
６つの重要課題の一つである「人材育成」とともに示されている。この人材育成に関する
３つの戦略の一つに「質の高い包括的研修と教育を通じた保健省人材能力の向上」が含ま
れている。また、HWDP には、CPA(Complementary Package of Activities)ガイドラインや
人員計画に基づいて、求められるサービスを提供できる質の高い保健人材を輩出する必要
性が謳われている。 

JICA の 2005 年度国別事業実施計画の中で、保健医療の充実は 5 つの援助重点分野の 1 つ
である「社会セクター開発」に含まれている。社会セクター開発における四方戦略では、
教育・保健医療・ジェンダー・人口を「キャパシティの向上と人的資源開発」のための 4
つの柱として捉えている。保健医療の充実を目指し、JICA では「MDG 対策プログラム」に
より感染症・母子保健対策支援を、「保健医療サービス強化プログラム」により、制度整備
とサービスの質の確保に係る支援を進めており、本プロジェクトは後者のプログラムの一
要素と位置づけられている。 

2) 有効性 
評価時点では本プロジェクトの有効性はある程度確保されているが、プロジェクト終了時



までに目標を達成するには後半に向けて改善が求められる。 

「学校指定規則」が省令から政令に引き上げられる形で発令されることにより、規則とし
ての拘束力が強化されたことは、本プロジェクトの効果を高めることにつながると評価で
きる。しかし、この変更により、計画になかった活動や調整すべき事項が増え、プロジェ
クトの進捗に影響を与えた。 

現行の PDM におけるプロジェクト目標の指標は、測定すべき項目が明確に記載されてお
らず、成果の言い換えとも取れる表現となっている。さらに本プロジェクトは、カウンタ
ーパート機関が保健省、TSMC 及び４つの RTC と複数機関に渡り、対象とする分野も放射線、
臨床検査、看護、理学療法の 4 学科に及ぶ。また活動内容も、規則・制度の制定から、教
員の能力向上、学校運営にまで多岐に渡っている上、必ずしも各活動・分野に均一な協力
とはなっていないことから、個々の成果がどのような形でプロジェクト目標にどの程度寄
与するかを量ることが困難である。 

よって本評価段階では、プロジェクト目標達成の見込みは有りと判断されるが、プロジ
ェクトの終了時のビジョンを明確にするために、プロジェクト目標の指標の見直しと各成
果の整理の必要性が確認された。 

3) 効率性 
個々の投入および活動には、大きな遅延や不必要な項目は確認されなかった。ただし、
本プロジェクトの期待される成果は、計画された投入に比べて大きいものとなっている。 

カウンターパート機関、対象とする学科は、活動範囲が広範で多岐に渡っていることか
ら、投入が各成果に拡散しており、そのため個々の活動を深められなかったり、体系的な
活動を実施できなかったりといった問題があり、成果によって達成状況に差が生じている。 

特に成果 4 の教員の能力向上に関しては、対象とする 4 学科への専門家投入は、本邦人
材の確保が難しいこともあり、必ずしも理想的なタイミングで均一にはなされていない。
また、学科毎に抱える課題や対象とする教員数にも違いがあり、それぞれに見合った投入
計画がなされたか、投入の結果によって期待される成果が達成されたかについては、その
評価指標の再設定も含め、後半に向けて見直しが必要である。 

また、プロジェクトが開始された 2003 年から 2005 年に運営指導調査が行われるまで
の 2年余は、PDM０に基づく PO が存在しなかったことから、当初は専門家派遣をはじめ
とした投入が計画的に実施されなかった。2005 年の PDM 改定後、プロジェクトの成果
や活動が明確化され、以後の投入は概ね計画に沿って実施されるようになった。 

4) インパクト 
(1）上位目標の達成(予測) 

指標 1：公立と私立の学校が政令の規定に従う 

政令として発令が予定されている学校指定規則に関しては、その策定過程において看
護学部を持つ私立大学にも参加を促し決定された経緯があり、保健省・教育省・学校認
定委員会なども巻き込んでいるため、その拘束力は強いものと予想される。そのため、
公立の医療技術者養成校のみならず私立校も規定に従うことが期待される。 

指標 2：公立及び私立の医療技術者学校の卒業試験の一次試験合格率が上がる。 

卒業試験が実施されているのは現時点では看護学科のみであるが、卒業試験の合格率は
年々上昇しつつある。保健省は独自に各看護学校の指導強化を図っており、この合格率
の上昇が直接プロジェクトの活動によるものとはいえないものの、プロジェクトが開始さ
れた 2003 年から徐々に合格率が上昇する傾向が認められる。保健省は本プロジェクト
の活動成果を踏まえて、看護学科以外の臨床検査・放射線技術・理学療法の 3学科にも



卒業試験制度を導入する予定である。 

指標 3：卒業生の就業率が上がる 

「就業率」には保健医療施設の雇用状況が大きく影響しているが、現在保健省では CPA
ガイドライン改訂版（2006 年-2010 年）が策定されており、これが承認されれば保健省
の管轄する各病院に必要な医療技術者雇用数が明確になると期待される。その結果、卒
業生の保健省雇用率が改善される可能性はあるものの、本プロジェクトの目標は「医療
技術学校のキャパシティディベロップメント」であり、これが直接就業率の上昇に貢献す
るとはいえず、本プロジェクトのインパクトとして測ることは難しい。 
 

(2）その他の正のインパクト 

プロジェクト活動から波及した効果について、上記以外に以下のインパクトが挙げられる。 

1) 政策面での正のインパクト： 
本プロジェクトの活動として、新規開講された放射線学科の「学校指定規則」が設定さ
れ、その策定過程において、本規則を他の医療職（医師、薬剤師、歯科医師等）にも適用
すべきとの議論が起こり、その結果「学校指定規則」はカンボジアに現存する全ての医療
職を対象としたものに拡大した形で決定され、政令として発布される見込みとなった。 

2)医学教育制度へのインパクト： 
学校指定規則の策定に加え、カリキュラムの見直しを含めた大学教育課程への保健省
の関与が始まっている。カンボジアには医療職の免許制度が存在せず、卒業証書をもっ
て医療職業務を開始することができるため、医療職の教育カリキュラムを標準化するこ
とが必要であり、この標準カリキュラム作成に向けての保健省の活動が強化されること
は医療職の質の確保につながる重要な動きといえる。 

3)教育課程に関わる透明性の強化： 
医療技術者養成学校の入学選抜において、2005 年まで不透明な入学許可が散見され
ていた。プロジェクトでは、プロジェクト目標を達成するためには医療職の基礎教育の
質を確保する必要性があるとの観点から、年毎の入学生数の大幅な増減や、試験を受け
ずに入学する学生の学習能力が正規学生と隔たることを憂慮し、入学選抜の監視強化を
活動として行ってきた。その結果、2006 年は入学選抜の透明性が増していることが確
認された。 

(3）負のインパクト 

本評価調査時点において、本プロジェクトによる負の波及効果は確認されていない。 
 
5) 自立発展性 
本プロジェクトの便益を持続するための仕組みはまだ整備途上であり、プロジェクト終
了に向けて更なる働きかけが必要である。 

策定された「学校指定規則」や「指導要領」には監査の必要性が記載されているが、こ
れを具体的にどのように実施していくのか、の検討はまだなされていない。また、現在作
成中のカリキュラムについても定期的な改定が必要であり、カ国側もそれを理解してはい
るものの、今後の実施モニタリングや再改定の作業についてまでは協議検討されていない。 

改定されたカリキュラムに沿った教育課程が各学校において実践されていくためには、
保健省・教育省から各学校に計画に沿った予算配分が適切になされ、必要な資機材の供与
や教員の配置などがスムースに行われることが必要である。このプロセスが実際に適正に



実施されるかどうかについては、今後のモニタリングが必要である。 

新(改定)カリキュラムの実施に当っては、各学校の教員の能力の向上が必須であり、プ
ロジェクト活動で実施された教員への研修についても、今後どのように継続実施していく
のかをカ国側と検討していく必要がある。本評価調査時のアンケートでは、多くの教員は
カ国教員によるカ国での研修よりも、日本や第三国での研修を望んでいることが明らかに
なったが、これまでプロジェクトによる研修を受けたカウンターパートが講師を務め他の
教員に研修成果を広げていくような仕組みづくりが期待される。 

 
3-2. 効果発言に起因した要因 

各活動において、基本的にプロジェクトはワーキンググループの活動を側面支援する形
でカ国側の主体性を尊重しながら協力を実施してきた。この“共に働く”という JICAの技術
協力のアプローチが、カンボジア側と日本人専門家との良好な関係を醸成し、プロジェク
トの実施プロセスを円滑にしたといえる。 

 
3-3. 問題点及び問題を引き起こした要因 

1)プロジェクトの計画（PDM、PO） 

プロジェクトの計画（PDM0）は 2005 年の運営指導調査時に PDM1に改訂されたが、各指
標までは充分に検討されていなかったため、指標が明確でなくこれまでプロジェクトでは
ベースライン調査を実施していなかった。こうした状況を踏まえ、今回指標の見直しを行
った。また、プロジェクト開始後の 2年間は PDM０に基づく PO が存在しなかったことから、
当初は専門家派遣をはじめとした投入が計画的に実施されなかった。しかし、2005 年
の PDM 改定後、PDM１に基づく PO が作成され、以後計画に沿った投入がなされるように
なった。 

2)プロジェクトのスコープが広範  

有効性や効率性の項で述べられたように、対象機関、対象学科、また活動の対象範囲が
広範に及ぶため、投入が各成果に拡散しており、成果目標と投入のバランスが必ずしも取
れていなかった。本評価では、調査結果を踏まえて、成果目標の明確化と活動の整理を行
った。 

3) 用語の定義に関する不一致 

「カリキュラム」や「シラバス」という用語に関する関係者間での理解が異なり、各々の
定義や内容に何を含むべきか、についての合意形成に多くの時間を費やすこととなった。 

 
3-4. 結論 

カ国において保健医療サービスの質を体系的に向上させるためには、医療技術者教育の
強化が必要であり、そのためには教育に係る基本規則の制定が不可欠であることから、本
プロジェクトは「学校指定規則」や「指導要領」の開発をプロジェクトの活動に含め、カ
国初の医療技術者教育の要綱がまとめられつつある。また、この「学校指定規則」が省令
から政令に格上げされたことによって、カ国政府が医療技術者育成の強化に取り組むため
の枠組みが整えられたといえる1。 

                                                  
1 省令は各省が発令するため他省への影響力がないが、政令は閣議により発令されるため、全
ての行政機関への拘束力がある。 



本プロジェクトのアウトプットについては、「学校指定規則」、「指導要領」及び「標準カ
リキュラム」の制定はプロジェクト終了までに達成される見込みであるが、教員のスキル
アップに関しては投入が限られていることもあり、現時点では成果の産出がどの程度見込
めるかは不明である。 

 本評価調査団は、プロジェクトの範囲・進捗・残余期間を勘案し、現状から成果が望め
ない、もしくは不要と思われる活動の整理と、各目標の指標についての見直しを行う必要
があることを確認し、PDM1の変更を提案、新 PDM（PDM2）は評価期間中に開催された JCC に
おいて承認された。主な変更点は以下の通り。 

①上位目標とプロジェクト目標の英文が分かりにくかったため、内容は変更せずに
Paraphrasingのみ行った。 

②成果 5 をプロジェクト目標の指標として組み入れて削除し、成果は計 6 項目となった。
また、看護学科のカリキュラム及びカリキュラムガイドラインの作成については、すで
に保健省人材育成部が他ドナーより財政支援を得て着手済みのため、本プロジェクトの
成果・活動からは除外した。  

③各成果の指標の見直しを行い、評価指標を明確化した。 

④評価調査中に成果の変更に伴う活動細目の整理まで合意形成を行う時間がなかったた
め、活動の整理及び活動計画表（PO）の改訂はプロジェクトが行い、合同調整委員会に
て然るべき手続きに則り、承認することとした。 

 
3-5. 提言 
本評価調査団は、評価結果を踏まえ、PDM の見直しとともに、プロジェクトの残り期間
の活動について以下の提言を行った。 

1) カ国側への提言 

(1) 保健省人材育成部の体制拡充： 
保健省人材育成部はカ国保健医療人材育成の中核を担う部署であり、保健省による人
員の拡充や財政的サポートなど、同部署の一層の体制拡充が望まれる。 

(2) 教員研修システムの構築： 
教員への研修の実施とモニタリングを定期的に継続実施できるようなシステムを、保
健省主導で構築する必要がある。 

(3) 学校監査システムの構築の検討： 
制定された学校指定規則・指導要領が各学校において遵守されるような学校監査シス
テムの構築を検討することが望まれる。 

2) 日本側への提言 

(1) JICA のカ国保健分野への支援事業については、セクター全体を俯瞰しつつ、個別事業
の乱立による弊害を低減させるよう配慮し、支援効果の一層の発現を図るよう方向性
を定める必要がある。 

(2) プロジェクトにおいては、 PDM2のログフレームを反映させた個々の成果活動の修正と 
PO (活動計画表)の見直しを行う必要がある。 

(3) プロジェクトは終了時の評価を適切に行えるように、今回設定し直した各活動の成果
指標データをプロジェクト活動の進捗に合わせて収集確保することが必要である。 

(4) プロジェクト専門家は、保健医療人材の育成に関わるカ国側の活動について、また上
記保健省への提言事項の実施に当っては、プロジェクト活動の範囲外であっても適宜、
助言と支援を提供していくことが望まれる。 




