
評価調査結果要約表

1．案件の概要

国名：中華人民共和国
案件名：リハビリテーション専門職養成プロジェクト
分野：社会保障‐障害者支援
援助形態：技術協力プロジェクト
所轄部署：人間開発部第2グループ社会保障チーム
協力金額：7.0億円
協力期間
（R/D）：協力期間5年間（2001年11月1日～2006年10月31日）
（延長）：
（F/U）：
（E/N）（無償）
先方関係機関：中国障害者連合会、中国リハビリテーション研究センター
日本側協力機関：国際医療福祉大学、国立身体障害者リハビリテーションセンター、日本理学療
法士協会、日本作業療法士協会
他の関連協力：無償資金協力「肢体障害者リハビリテーション研究センター設備計画」（1985
～1988）、プロジェクト方式技術協力「肢体障害者リハビリテーション」（1986～1993）

1‐1 協力の背景と概要

中国では急速な経済発展と工業施設及び交通量の増加により、労働災害・交通事故が急増し、身体障
害者数は約6,000万人に達していると言われている。このような状況の中、中国衛生部により「総合
病院リハビリテーション医療管理に関する規定」が制定され、大型総合病院を対象に、リハビリテー
ション科の設置と理学療法士、作業療法士の配置が義務づけられた。しかし、これらリハビリテー
ション従事者の不足が顕著となっており、リハビリテーション従事者の養成と人材養成を担う講師陣
の育成が急務となっている。

中国リハビリテーション研究センターは、1980年代後半に中国障害者福祉基金会（中国障害者連合
会の前身）と日本国政府の協力のもとにリハビリテーション分野の臨床、研究、教育を担う総合機関
として開設され、リハビリテーション従事者の人材養成を行う基盤が整えられた。同センターは積極
的に中国全土においてリハビリテーション従事者に対し専門的な研修を実施してきたが、中国のリハ
ビリテーション事業の需要を満たすには教育の質および量とも不十分である。

そこで、同センター及び中国障害者連合会は、1997年日本国政府に対し、中国リハビリテーション
研究センターに新たな養成学校を設立することを求め、本プロジェクトの実施を要望した。これを受
けて、2001年11月1日から5年間の技術協力プロジェクトが開始された。

1‐2 協力内容

（1）上位目標

理学療法士（PT）、作業療法士（OT）が中国全土でサービスを行う。

（2）プロジェクト目標

国際基準に合った4年制教育を受けた質の高い理学療法士及び作業療法士が養成される。

（3）成果

1）国際基準に合ったPT、OT 4年制教育のカリキュラムが作成される。

2）リハビリテーション医療の有能な教員が養成される。

3）教員の教育技術が向上する。



4）教育管理レベルが向上する。

5）教材及び教育機器が整備される。

6）4年制教育が実施される。

（4）投入（調査時点ではまだ実施されていないが終了時までに投入されることが確定している投入
予定を含む。）

日本側：

チーフアドバイザー派遣 延べ14名
長期専門家派遣 2名
短期専門家派遣 延べ23名
研修員受入 15名
機材等供与 約168,409千円
ローカルコスト負担 102.5万元（約15,181千円）

相手国側：

人材配置：教員 121名、教育管理スタッフ 26名
施設提供：マルティメディア教室、実験室、実習室、コンピュータ教室、言語・音声教室、電子
閲覧室、学生用宿舎、専門家執務室など、合計 1,125m2 253.2万元
運営経費：教材作成費 65.8万元、教員費用 93.8万元、設備費 12.0万元、管理人件費 176万
元、その他 55万元、合計 655.9万元（約97,071千円）

2．評価調査団の概要

調査者

総括 渡辺 肇 JICA 人間開発部第2グループ社会保障チーム長

リハビリテーション 赤居 正美 国立身体障害者リハビリテーション病院 副院長

人材育成 杉原素子 国際医療福祉大学 保健学部学部長

評価企画 木下真理子 JICA 人間開発部第2グループ社会保障チーム

評価分析 監物順之 中央開発株式会社海外事業部

通訳 汪 泓 現地雇用通訳

調査期間：

2006年5月14日～2006年5月27日

評価種類：

終了時評価

3．評価結果の概要

3‐1 実績の確認

（1）成果の発現度

1）国際基準に合ったPT、OT 4年制教育のカリキュラムが作成される。

日本をはじめとする各国のカリキュラムおよび国際的に認められている基準に基づいて4年制カリ
キュラムは作成されており、成果1）は達成されたものと判断される。

2）リハビリテーション医療の有能な教員が養成される。



プロジェクト開始前には、理学療法、作業療法を大学で教えることのできる修士号取得者はごく限ら
れていたが、本プロジェクトにより理学療法、作業療法各6名が養成され、それぞれ9名、6名となる
見込みであり、成果2）は達成されたものと判断される。

3）教員の教育技術が向上する。

視聴覚教材の効果的な利用などが一般化し、また従来概念すらなかった臨床実習についても日本人専
門家の助言を得ながら、実施している状況にある。結論として、成果3）は指標面においては計画レ
ベルに達しているといえるが、さらなる強化が望まれる。特に、臨床実習は中国では経験の浅い領域
であり、1回目の実施となった本年度卒業生の臨床実習においては、日本人専門家チームが学生のグ
ループ分けや実習病院の巡回の仕方など、様々な場面で指導を行った。臨床実習の手法・ノウハウが
1度で中国側に定着したとは判断しがたく、引き続き専門家による指導が必要だと考えられる。

4）教育管理レベルが向上する。

全般的には、カリキュラム、シラバスに基づいた授業運営がなされており、成果4）は達成している
と考えられるが、一部シラバス通りに実施されていない事例も見受けられているほか、適切な教員評
価を通じた教育の質向上についても改善が必要と考えられ、一部今後の協力が必要と思われる部分が
ある。

5）教材及び教育機器が整備される。

中国で初の理学療法、作業療法に特化した教科書19冊が完成し、また、必要な機材、教育機器につい
ても十分整備されている。成果5）は達成したといえる。しかし、教科書については、実際に使用し
てみた上で重複や不十分な点等が現場から指摘されており、時期を見て改訂する必要がある。

6）4年制教育が実施される。

本年7月には38名の第1期生が卒業し、卒業後の進路も確保されている。また、定員を上回る応募が
あるとのことであり、今後も継続的に4年制教育が実施され毎年40名程度の卒業生がでることが見込
まれるため、成果6）は達成したといえる。

（2）プロジェクト目標の達成度

本プロジェクトでは、首都医科大学との提携により、国際基準に合った4年制のPT、OT教育課程を確
立することを目標として、卒業生の数と教員の質を目標達成の指標に設定している。5年間のプロ
ジェクトであり、調査時点では卒業生はまだ出ていないが、2006年夏に第1期生38名が卒業予定で
あり、財政的基盤にも問題ないため今後も継続的に4年制教育が実施される見込みである。一方、教
育の質については、一部今後の協力が必要な部分がある。

3‐2 評価結果の要約

（1）妥当性：

中国では、急速に進む高齢化と経済発展に伴う精神疾患・交通事故者の増加が予測される中、政府の
障害者支援に関する認識は高まってきており、リハビリ専門職のニーズは高いといえる。中国政府は
2002年に定めた戦略目標において、「2015年までに、障害者は誰でも必要なリハビリテーション
サービスを享受できる」という基本方針を掲げている。その一方で、リハビリ専門職の人材不足、リ
ハビリ人材養成を行う教員の質・量の不足という問題を抱えており、本プロジェクトはそのうち教員
養成に支援を行うものであった。

日本においては、プロジェクト発足後にODA大綱およびODA中期政策の見直しが実施され、「人間の
安全保障」を重視する姿勢が打ち出された。社会的弱者支援のための人材養成を目指す本プロジェク
トは、「人間の安全保障」の概念にも合致する。また、外務省の「対中国経済協力計画」（2001年
10月）では、重点分野・課題別方針のなかで、社会的弱者対策、人材養成への支援を掲げており、本
プロジェクトは、障害者、高齢者を含め社会的弱者の社会復帰に貢献するものであり、上記の流れに
沿ったものといえる。



以上、本プロジェクト実施の妥当性はプロジェクト開始後に策定された中国政府の方針および日本の
新ODA大綱や新ODA中期政策に照らし、案件形成時に比べ一段と高まったといえる。

（2）有効性：

1）プロジェクト目標の達成度

国際基準に沿ったカリキュラムによる教育を受けた38名が2006年夏卒業すること、今後も継続的に
卒業生が輩出されると予測されることから、プロジェクト目標は達成されたと判断される。しかしな
がら、教育内容、教員の質および量についてはさらに強化されるべきとの指摘がある。

2）因果関係（目標達成に対する成果の貢献度）

本プロジェクトの活動の結果得られた成果（カリキュラムの策定、教育機材・教材の整備、教員の養
成など）は全て目標達成に有効に貢献している。

以上総合して本プロジェクトの有効性は高いといえる。

（3）効率性：

日本側及び中国側の投入は、全てプロジェクト活動に有効に活用され、成果の発現に貢献している。
成果はおおむね計画通り達成されており、プロジェクトの効率性は確保されている。

なお、投入の量、質、タイミングについては、一部の機材に遅れがあったり、日本人専門家の派遣期
間の制約によりチーフアドバイザーが数ヶ月ごとに交代したりするなど、中間評価において若干の問
題点が指摘されたが、これらについては引継ぎの徹底や反復派遣などの改善策がとられ、プロジェク
ト後半においてはおおむね問題なかった。

（4）インパクト：

1）上位目標達成の見込み

上位目標達成のためには、施設の整備と人材養成が必須である。中国障害者連合会の上位目標達成に
向けての熱意は高く、本上位目標達成をめざして地方における施設の整備と人材の育成を推進中であ
る。施設の整備については、本プロジェクトとの直接的に関連しないものの、とりわけ障害者連合会
系統においては、積極的に施設の整備が行われている。

一方、今後の人材育成計画は「全国障害者連合会系統のリハビリテーション人材の養成計画（2005
～2015）」に示されており、プロジェクトの成果をうけ、今後毎年卒業生が輩出され人材育成がま
すます進み、上位目標達成に貢献すると思われる。ただし、人材育成がいかにスムーズに進むか、ま
た、地方への人材配置の具体化が課題となる。さらに衛生部、民政部系統のリハビリテーション施設
との連携が、地方でのリハビリテーション普及のためには不可欠であるため、これら関係機関と調整
を行っていくことが必要である。

2）その他の波及効果

中国政府によるリハビリテーション治療師の国家資格導入の動きがあるほか、いくつかの大学や専門
学校にリハビリテーション医学関連コースの設置や強化の動きがひろがり、本プロジェクトで作成さ
れたカリキュラムが参考にされたり、教材が使われたりしていること等、いくつかのプラスの波及効
果が出始めている。ただし、国家資格はあくまでリハビリテーション治療師のものにとどまり今後ど
のような資格制度となるのか不確定要素も多いなど、インパクトの度合いを評価するには時期尚早で
ある。なお、マイナスのインパクトは予測されない。

（5）自立発展性

1）政策面

中国政府は障害者リハビリテーションに対する認識を高めており、現在中国リハビリテーション研究
センターに併設されているリハビリテーション医学院の拡張のために、現在地の西方200メートルの



地に用地を確保している。また、リハビリテーション治療師の国家資格導入の準備作業を開始してい
る。

2）組織面

中国リハビリテーション研究センターは、中国障害者連合会の直属事業組織ですでに20年近い歴史を
もち（1988年設立）、中国国内最大の近代的障害者リハビリテーション施設として治療・研究機関
としての組織能力は十分にあると思われる。そして、障害者の総合的リハビリテーション、リハビリ
テーション科学技術の研究、リハビリテーション人材の養成、総合的なリハビリテーションサービス
を担う基幹センターと位置づけられている。リハビリテーション医療技術を中国全土に普及させるた
め、人材養成では中心的役割を果たしている。

但し、大学教育の機関としての歴史は浅く、科教処の教育管理能力強化が望まれる。シラバス、実習
計画、担当教員の配置などは当面は改善を重ねる必要があると思われる。

3）財政面

中国リハビリテーション研究センターでは、リハビリテーションに関わる治療（臨床業務）が順調に
行われており、収益もあげている。収益額と本プロジェクトに対する経費負担を比較すると収益額が
大きい。したがって、財政的自立発展性を確保できる可能性が高いと考えられる。

プロジェクト期間中も、中国側は経費予算の確保に努力をしており、機材の消耗品、カウンターパー
トの出張旅費（宿泊費）等において特に問題は生じていない。

4）技術面

カウンターパートは本プロジェクトにより知識・技術を身につけており、リハビリテーション技術面
での自立発展性は確保されている。但し、個々の教員は、自己の知識および技術のレベルアップをは
かるため今後も努力する必要がある。また、教科書をはじめとする教材は常時改善のための見直しが
必要である。

また、教育機関としての教育管理の必要性について理解はしているものの、学年が一回りしただけで
十分に消化されたとはいえない。

資機材の管理等は適切になされており、問題は認められない。

以上総合して、自立発展性はかなり高いと判断されるが、教材の見直しや教員能力の向上、教育機関
としての教育管理面での強化に関し、中国側は引き続き努力を継続する必要がある。

3‐3 効果発現に貢献した要因

1）プロジェクト開始前の実施協議段階では、リハビリテーション専門職養成のための4年制教育課程
の許可はまだ得られていなかったが、プロジェクト開始後の2002年2月に首都医科大学リハビリテー
ション医学院に教育課程を設置することにつき国家教育部から認可が下りた。早期に許可が下りたこ
とで、2002年9月からの学生募集が可能になった。

2）本プロジェクトの直接の活動ではないが、日本の学生が本センターで臨床教育を行ったことによ
り、リハビリ医学院の教員が臨床教育の実例を見ることができただけでなく、学生による症例報告会
の開催、卒業研究の実施に積極的になった。

3‐4 問題点及び問題を惹起した要因

2003年春、SARSの影響でプロジェクト活動がおよそ2ヶ月半中断した。第1期本邦研修員が帰国し、
本格的にプロジェクト活動に参加しようとする重要な時期における中断は、プロジェクトにとり痛手
であり進捗に遅れが生じたが、その後の関係者の努力により進捗遅延は挽回し、結果的にはおおむね
計画通りの進捗となっている。

3‐5 結論

本プロジェクトは4年制の専門職養成教育の確立、という具体的な成果を遂げ、今後毎年40名程度の



専門性の高い人材を養成していく体制がほぼ整った。成功の最大の要因はプロジェクト戦略の選択が
よかったこと、計画に沿って投入・活動が適切に実施されたことにある。本プロジェクトにより、上
位目標「理学療法士（PT）、作業療法士（OT）が中国全土でサービスを行う。」を実現するための核
となるべき人材を養成する4年制大学の基礎が確立した。評価五項目の観点からも本プロジェクトは
優良プロジェクトと判断される。しかし、4年制大学が誕生し、プロジェクト目標は達成されたとは
いうものの今後一層の充実が必要がある。特に教員の質・量は十分とはいえず、教務管理も強化が必
要である。これらを強化し、さらにプロジェクトの成果を全国に展開・普及する方策を検討すること
により、上位目標達成に向けて努力・貢献していくことが望まれる。

3‐6 提言

プロジェクト目標の達成をより強固にし、上位目標の達成を図るには、以下の課題に取り組む必要が
ある。

（1）カリキュラム国際基準認定の取得

現在、リハビリテーション医学院では、世界作業療法士連盟に対し、作業療法士カリキュラムの国際
基準認定を申請中であり、本年7月には結果がでる見込みである。認定がえられなかった場合には、
その理由を調査し、対応策をとることが必要である。

また、理学療法士カリキュラムについては、世界理学療法連盟では、同様の認定作業を行っていない
が、国際的に権威のある認定を取得することが望ましい。

（2）臨床と教育の調整

大学の教員は適切な教育のために、講義や実習指導にあたり事前に十分な準備を行う必要がある。と
ころが、現在カウンターパートは全員臨床業務と教育業務とを兼務しており、十分な準備時間をとれ
ていない。臨床と教育の兼務には利点もあり、一概に悪いわけではないが適正な調和が必要である。
中国リハビリテーション研究センターはリハビリテーション治療機関としては長い歴史をもっている
が、教育機関としては伝統が浅く、かつ教員は教育経験がまだ浅いため、事前準備に時間をかけるな
どの調整を講じることが必要である。

（3）教材の見直し

本プロジェクトでは19種類の教科書が作成され使用されている。アンケート結果では、学生はおおむ
ね満足しているが、日本人専門家およびカウンターパートは「おおむね適切だが若干問題あり、改訂
もしくは追加作成を要する」との意見が多い。実際に用いられることによって、内容の重複や不足な
どが明らかになってきており、時期を見て改訂作業の準備を始める必要がある。

（4）臨床実習体制の確立

理学療法士、作業療法士の4年制教育の第3、4学年には臨床実習指導者の指導のもと、臨床実習が組
まれているが、中国ではこれまで経験が少ない領域であった。本プロジェクト中には、授業の組み立
て、学生グループの配置をはじめ、多くの面で日本人専門家の援助・介入が求められていたが、今後
はこの面における自立的運営が必要である。

（5）教員の質向上のための評価体制の構築

リハビリテーション専門職の教育では、体系的な知識や技術の獲得とともに、多様な障害者のニーズ
に対応できる応用能力の習得が求められる。その指導を行う教員には、今後も教育内容とともに教育
方法の向上が必要となる。教員が本邦研修に引き続き、帰国後の教育実践の中で教育内容（技術）を
充実するだけでなく、教員の教育能力強化を目的とした評価体制を構築することが求められる

（6）自立発展性の確保と上位目標達成に向けての方策

今後中国側が上位目標達成に向けて自立発展していくためには、教員の質と量の一層の向上と教務管
理の強化が必要であり、また、プロジェクトがもたらした結果を全国に展開していくことが必要であ
る。



自立発展性をより強固なものとするため、プロジェクトの残りの協力期間において、カリキュラムに
沿った教育内容の定着、教員の教育技術のさらなる向上を図るための具体的な方策を早急に検討し実
施に移す必要がある。中国側は2年間のフォローアップ（教員の養成と教育管理の強化）を要請し
た。これに対して、日本側調査団は、中国リハビリテーション研究センター側が日本人専門家と協議
のうえ、現在の3年生が4年制の課程を修了する2007年7月までの期間における日本の協力について
必要な事項を取りまとめ、JICA中国事務所に提出することを提言した。

3‐7 教訓

（1）教務管理の重要性

本プロジェクトでは短い期間にカリキュラムの作成、教材・教育機材の整備および教員の養成が実施
され新設の4年制大学が軌道に乗りかけている。他方教務管理面の弱さが懸念されている。本プロ
ジェクトの計画策定に際しては、カリキュラムの作成、教材・教育機材の整備および教員の養成につ
いては十分に検討されたが、教務管理については十分な対応がなされなかったのではないかとの反省
が日中双方の関係者から聞かれた。大学あるいは学部等の新設プロジェクトにおいては、教育体制と
あわせ教務管理の体制をも検討する必要がある。

（2）本邦研修の目的明確化

本プロジェクトでは、教員養成の重要な手段として教員候補者（カウンターパート）理学療法士6
名、作業療法士6名（その他医師2名、義肢装具士1名）に対しそれぞれ1年間の本邦研修が実施され
た。目的は教員養成であり、本来教員にとって必要な知識・技術の習得にあった。しかしながら、プ
ロジェクト開始時に、中国においては4年制大学の教員は修士号以上の学位を取得していることが必
須であるとして、研修期間内に修士号を取得しなければならないとされた。1年間で30単位以上を取
得しかつ、修士号を取得することはかなり困難な課題であったが、関係者の努力により、現在大学院
在籍中の2名を含み、12名全員が修士号を取得する見込みである。

しかし、1年間での修士課程修了の単位取得及び論文作成は過重な負荷であり、4年制大学教員として
必要な教務管理・学科運営・学生指導および教授法・教授法改善のためのファカルティー・デベロッ
プメントといった教育業務に関わる研修は研修期間中には十分にできなかった。

本邦研修に際してはその期間を考慮した明確な目標を設定し、双方が共有することが肝要である。


