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評価調査結果要約表 

1. 案件の概要 
国名：ラオス国 案件名：保健ロジスティックス強化プロジェクト 
分野：保健医療 援助形態：技術協力 
所轄部署：JICA ラオス事務所 協力金額（評価時点）：約 246,862,000 円 

先方関係機関：保健省 医療用品供給センター（MPSC） 
日本側協力機関：―  

協力期間 2005 年 5 月 1 日 ～ 
2008 年 4 月 30 日 
(3 年間) 他の関連協力：草の根無償資金協力「医療機器保守サービスセンター

(MES)」、シニア海外ボランティア派遣 
1-1 協力の背景と概要 

ラオスではこれまで保健医療分野において種々の医療機器が投入されてきたが、医療機器保守・修理に対応できる技術

者がほとんどおらず、保守・修理のための予算も十分に確保されていなかったため、医療機器が故障しても修理または廃棄

することなく放置されている状態であった。こうした状況下、保健省(MOH)は、医療機器の保守管理を行う機関として、医療

用品供給センター（MPSC）傘下に 1998 年「医療機器保守サービスセンター（MES）」を立ち上げ（施設を草の根無償資金

協力で建設）、日本のシニア海外ボランティアの支援を受けながら、医療機器保守・修理技術者の技術指導を行ってきた。

しかし、前述のような問題を抜本的に解決するには、単に技術者の育成のみならず、各病院の財政面・経済面を含めた医

療機器保守管理体制を体系的に整備する必要があった。 
さらに、既述の医療機器の保守問題に加え、在庫管理体制が構築されていないため、種々のプロジェクトやドナーから供

給される医薬品・医療用品が、目的地に発送されるまで中央の保管倉庫で長い時間滞留しており、必要としている病院や

保健医療施設に適時配布されていないのが現状であった。また、倉庫における保管状態が劣悪で、使用期限が把握・管理

されていないため、医薬品の効果が低下・消失した状態で患者の元に届くという問題が生じていた。 
これらの状況を受け、本プロジェクトは「医薬品、医療用品、医療機器を効率的かつ適切に管理活用するための仕組み

が中央及び県レベルにおいて構築される」ことを目的とし、2005年 5月から 2008年 4月までの 3年間の予定で協力が開始

された。 

 
1-2 協力内容 
(1) 上位目標 

医薬品、医療用品、医療機器が効率的かつ適切に管理活用されるようになる。 
(2) プロジェクト目標 

医薬品、医療用品、医療機器を効率的かつ適切に管理活用するための仕組みが中央及び県レベルにおいて構築され

る。 
(3) アウトプット 

1) MES 及びロジスティックス・センターiを介して中央・県レベルを支援する体制が確立される。 
2) MES 及び中央・各県病院の保守技術者の管理・保守・修理能力が向上する。 
3) 中央・各県病院管理者の管理能力が向上する。 
4) ロジスティックス・センターおよび対象 4 県における在庫管理担当者の医薬品・医療用品の保管、取り扱い、在庫管

理能力が向上する。 
(4) 投入 

日本側 
・ 長期専門家（プロジェクト管理／業務調整 1 名：36.0MM） 
・ 短期専門家（医療機器保守、在庫システム管理 延べ 18 名：36.2MM） 
・ 研修（本邦研修、第三国研修（タイ）、国内研修） 
・ 施設整備（ロジスティックス・センター建設：床面積_2,480 ㎡、建設費用：US$398,500） 
・ 機材供与（コンピューター・セット、フォークリフト、自動記録温湿度計、ツール・キット、電動スタッカー・リフト、較正

機器など総計 US$126,403） 
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・ 運営経費（主に国内出張旅費、国内・第三国研修などの経費：US$176,205） 
 
ラオス側 
・ カウンターパート配置（プロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネージャー、MES スタッフ、ロジスティックス・セン

ターの在庫管理担当者、中央病院からのトレーナー） 
・ プロジェクト事務所および設備の提供 
・ その他（ローカル・コスト、ロジスティックス・センター建設用地の整備、フェンスの建設、電気、電話、水道などの運

営経費を負担） 
2. 評価調査団の概要 

調査者 

氏名            職位 
武井 耕一（団長・総括） JICA ラオス事務所 次長 
堀越 洋一（保健マネジメント） ラオス保健省 保健医療協力計画専門家 
角田 和之（評価企画Ⅰ） JICA ラオス事務所 所員 
大曽根 香織（評価企画Ⅱ） JICA ラオス事務所 所員 
平川 貴章（評価分析）    インテムコンサルティング株式会社 コンサルタント 

調査期間 2007 年 11 月 2 日 ～ 2007 年 11 月 29 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 
上位目標： 
・ 中央病院における医療機器の年間平均稼働率は、マホソット病院で 97.7％、友好病院で 73.0％、セタティラート病院で

95.5％、および母子病院で 75.0％となっている。なお、中央・県病院において、年間平均稼働率は概ね増加傾向にあ

る。また、大部分の病院の稼働率が 80％を超えている。 
・ 年間平均デッドストック率iiは、ロジスティックス・センターおよびチャンパサック県倉庫（2.2％）を除く対象 3 県倉庫にお

いて、0.0％となっている。 
プロジェクト目標： 
・ 病院の技術者が故障した医療機器を修理できるようになったため、プロジェクト開始以降、医療機器の修理件数は増加

してきた。しかしながら、ユーザーによる日常保守点検が行われてきたため、2006 年から 2007 年にかけて中央・県病院

での医療機器の修理件数は減少してきたが、これはプロジェクトの効果であると言える。 
・ ロジスティックス・センターおよび対象 4 県倉庫において、最も長い平均滞留日数が 12 ヶ月（2006 年）から 6 ヶ月（2007

年）に改善した。 
・ ロジスティックス・センターおよび対象 4 県倉庫内の貯蔵室の温度は、現在では冷房装置を用いて、保管上限温度

（25℃）以下に抑えられている。 
・ 以前は、倉庫内の目的物を探すために、数時間掛かっていた（見つけられないこともあった）。しかしながら、現在では、

データベース内の情報に合致した参照番号が倉庫内で明確に示されているため、その目的物を数分以内で見つける

ことができるようになった。 
アウトプット 1： 
・ MES およびロジスティックス・センターによる巡回指導活動は、それぞれ中央・県病院および対象 4 県倉庫において、

順調に実施されている。なお、MES に関しては、2006 年に 5 回、2007 年に 7 回（11 月 29 日現在）、自発的に巡回指

導活動を行った。 
・ 医療機器保守に関する定例会議は、中央病院および県病院に分かれて開催された。一方、在庫管理に関する定例会

議は、保健省の各部局、ロジスティックス・センターおよび対象 4 県倉庫の代表者が一斉に集まり、年に一度開催され

た。 
・ 中央および県病院から MES への照会件数は、増加傾向にある。特に、中央病院からの照会件数は顕著である（2006

年の 0 回から 2007 年の 25 回）。 
アウトプット 2： 
・ 医療機器保守研修の参加者（技術者）数は、2006 年の 24 名から 2007 年の 38 名（計画中）に増加することになってい
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る。 
・ トレーナーは、年に一度、日本（2005 年）およびタイ（2006、2007 年）において医療機器保守技術研修を受講した。 
・ 5 種類以上の研修用教材がプロジェクトにより作成され、国内研修で活用された。また、現地語に翻訳された研修用教

材が参加者から高く評価された。 
アウトプット 3： 
・ 病院管理者研修における参加者（院長あるいは副院長）の総数は、2005 年の 21 名から 2006 年の 24 名に増加した

（2007 年の研修は計画中である）。 
・ 国内の各病院は、医療機器保守のための予算を確保するように努めてきた。中央・県病院での医療機器保守に特化し

た予算は、現時点では明確にされていない。しかしながら、プロジェクト活動を通じて、病院管理者は、医療機器保守の

重要性を認識するようになり、少額だとしても、医療機器保守のための予算を確保するようになった。 
アウトプット 4： 
・ ロジスティックス・センターおよび対象 4 県倉庫の在庫管理担当者は、順当に在庫管理研修に参加した（2005 年に 6

名、2006 年に 12 名、2007 年に 11 名の参加者）。 
・ ロジスティックス・センターおよび対象 4 県倉庫は、在庫管理に関する四半期報告書を作成してきた。注目すべき点は、

対象 4 県倉庫でデータベースの導入後（サバナケット：2006 年 10 月、他 3 県：2007 年 6‐7 月）、4 県倉庫がロジスティ

ックス・センターに月次報告書を提出できるようになったことである。 
 
3-2 評価結果の要約 
(1) 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は以下のような理由から高かったと判断される。 
 
ラオス国の保健医療に関する開発戦略との整合性 

当該プロジェクトの方向性は、ラオス国保健省による「保健戦略 2020」、「医療機器管理政策」および「国家医薬品政策

（改訂版）」の内容・概念と合致している。 
「保健戦略 2020」に関しては、当該保健戦略の 6 つの優先プログラムのうち、4 つの優先プログラムが、本プロジェクトとの

高い関連性を持っている。具体的には、（1）治療・リハビリ戦略、（2）消費者保護戦略、（3）当該保健戦略のための人材育

成、および（4）保健行政戦略である。 
「医療機器管理政策」の目的は、国内にある全ての保健医療施設で活用されている医療機器の活用・管理を改善させる

ことである。 
「国家医薬品政策（改訂版）」には、「医薬品の供給：調達、配布および保管」の章があり、適切な保管設備、基本的な機

材、医薬品供給管理に必要な十分な人員を提供することが謳われている。また、医薬品供給管理に従事する人材によるサ

ービスの向上を図るため、研修を行うことになっている。 
 
日本の援助政策との整合性 

本プロジェクトの概念は、外務省の「対ラオス国別援助計画」の内容と整合している。「対ラオス国別援助計画」では、6 つ

の重点分野の一つに「保健医療サービスの改善」を掲げており、その中の「重点分野別援助方針」として、保健医療分野の

人材育成（医療機器の維持管理能力強化）が謳われている。 
本プロジェクトが達成するべき長期的な目標は、JICA 国別事業実施計画の「保健人材育成強化プログラム」の方向性と

合致している。JICA 国別事業実施計画には、2 つの保健医療関連プログラムが明記されており、そのうち本プロジェクトは

「保健人材育成強化プログラム」に位置づけられている。 
 
ターゲット・グループのニーズ 
 事前調査および本終了時評価調査における関係者へのインタビューの結果、以下が確認された。 
<医療機器保守> 

医療機器がラオス国政府やドナー機関から病院に供与されたものの、医療機器保守に関する病院側の知識不足ととも

に、国内でのスペアパーツの入手の難しさから、医療機器の維持管理・修理に対応することができなかった。また、ユーザ

ー（医師や看護師）は、医療機器保守の重要性を認識していなかったため、予防保守をすることなく、医療機器を利用して
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いた。このように、技術者の知識や技術を向上させ、病院管理者（院長や副院長）やユーザーの医療機器保守に関する意

識を変える必要性は極めて高かった。また、スペアパーツについて、各病院は、その種類や調達方法に関する助言や支援

を必要としていた。 
<在庫管理> 

プロジェクト開始前、倉庫から目的の在庫品を探すことは非常に困難であったため、倉庫の建設／改築を通じて倉庫内

のスペースを有効に活用するとともに、在庫管理担当者の知識や技術を向上させる必要があった。 
 
(2) 有効性 

プロジェクトの有効性は、以下のような理由から高いと判断される。 
 
プロジェクト目標の達成度 
<医療機器保守> 

医療機器を効率的かつ適切に管理活用するための仕組みは、中央および県レベルにおいて徐々に構築されてきた。そ

の結論を支える理由として、以下の 2 点が挙げられる。最初に、医療機器の日常保守点検は、日常業務の一部として着実

に定着してきた。次に、各病院は、少額だとしても、医療機器保守のための予算を確保するようになった。 
<在庫管理> 

医薬品および医療用品を効率的かつ適切に管理活用するための仕組みが、中央および県レベルにおいて着実に構築

されてきた。その理由は、倉庫内のレイアウトが改善したため、現在では、倉庫内の在庫品が適切に分類・整理されるように

なった。次に、在庫管理担当者は、データベースを活用して倉庫内の在庫品を容易に管理できるようになり、数分のうちに

目的の在庫品を見つけることができるようになった。最後に、倉庫内の貯蔵室では、室内温度が適切に制御されるようにな

った。 
 

アウトプットとプロジェクト目標の関係 
MES およびロジスティックス・センターによる地方の巡回指導活動や研修・指導が行われ、中央・地方レベルの支援体制

が確立し、各病院の医療機器保守技術者の機材保守・修理能力および各病院管理者の管理能力、および在庫管理担当

者の日常業務の改善・在庫管理能力の向上により、将来的には質の高い保健医療サービスが農村・遠隔地域に住む患者

に対しても提供されることが期待できる。 
 
アウトプットからプロジェクト目標に至るまでの外部条件 

医療機器保守技術者、育成された医療機器保守トレーナーおよび在庫管理担当者は、MES および中央・県病院、なら

びにロジスティックス・センターおよび対象４県倉庫で勤務を継続していることから、アウトプットからプロジェクト目標達成に

至るまでの外部条件は満たされていると判断する。 
 
(3) 効率性 

プロジェクトの投入は、効率的にプロジェクト活動およびアウトプットに転換された。 
 
日本人専門家の配置状況 

全体的に、日本人専門家は適切に配置された。注目すべき点は、「プロジェクト管理／業務調整」担当の長期専門家が、

全プロジェクト活動を管理・調整していたことである。長期専門家として当該専門家だけが配置されていたが、プロジェクト活

動は順調に進められてきた。長期専門家一名の配置は、プロジェクトの投入である人件費という観点からも効率的であった

ことが窺える。また、各分野の短期専門家は、繰り返し派遣されてきた。短期派遣という制約から鑑みても、同一専門家の登

用は、効率的な派遣方法であったと言える。 
 
本邦研修および第三国研修（タイ国） 

本邦研修および第三国研修（タイ国）の参加者は、医療機器保守および在庫管理に関する概念や先進的な技術を学ぶ

ことができた。当該研修の大部分の参加者は、ラオス国内の医療機器保守技術者および在庫管理担当者を指導するトレー

ナーであった。したがって、参加者が習得した概念および活用可能な知識や技術を国内の技術者および在庫管理担当者
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に技術移転するための仕組みを構築する上でも、当該研修の意義は大きいと言える。 
 
ロジスティックス・センターの建設 

ロジスティックス・センターは、国内における中核の倉庫となっている。ロジスティックス・センターの建設は、ロジスティック

ス・システムのモデルを他倉庫に示す上で、大きな意義があった。また、ロジスティックス・センターの仕組みおよびレイアウト

が適切に整備され、在庫品を迅速に出入荷することができるようになった。 
 
アウトプット達成のための外部条件 

医療機器保守技術者および在庫管理担当者の配置は、全体的には順調に促進された。ラオス側は、アウトプットを達成

するために、常勤スタッフとして医療機器保守技術者および在庫管理担当者を継続して配置するように努める必要がある。

 
(4) インパクト 

プロジェクト実施により以下のようなインパクトが認められる。 
 
上位目標達成の見込み 

上記「3-1 実績の確認」でも記載したように、指標は順調に改善してきているため、ラオス側が、プロジェクト終了後もプロ

ジェクトで行われてきた日常業務を継続すれば、上位目標は達成される見込みである。 
修理が不可能な医療機器は廃棄処分が必要になるが、医療機器の廃棄手順については医療機器維持管理政策

（MEM Policy）の「政策ガイドライン」に提示はされているものの、具体的なアプローチ方法についてはまだ確立されていな

い状況である。MES 職員が医療機器廃棄診断をすることは可能であるため、適切な廃棄方法が確立されれば、使用されて

いない修理不可能な機器が処分されることで医療機器の稼働率が上がり、医療機器が効率的且つ適切に管理活用される

ことになり、上位目標が達成されると考えられる。 
 

上位目標以外の正のインパクト 
・ プロジェクト開始時点では、医薬品や医療用品の有効期限が過ぎたとしても、旧中央倉庫（現ロジスティックス・センタ

ー）の在庫管理担当者は、それらに対応することができなかった。しかしながら、現在では、データベースを通じて、医

薬品や医療用品の有効期限を容易に確認することができる。例えば、ロジスティックス・センターに保管されているドナ

ー所有の医療用品の有効期限が過ぎる前に、データベースの記録をドナーに提示し、その医療用品に対応するように

要請することができるようになった。 
・ 対象 4 県倉庫でのデータベースの導入および倉庫内の適切なレイアウトが、県保健局への報告業務を円滑にさせた。

すなわち、県倉庫は、データベースを利用して、容易かつ効率的に県保健局への報告書を作成できるようになった。 
 
(5) 自立発展性 

MPSC によって人材および財源が適切に確保されれば、プロジェクトの自立発展性は、見込まれるであろう。 
 
ラオス国の政策支援 

上記の「妥当性」で説明したとおり、「医療機器管理政策」および「国家医薬品政策（改訂版）」によれば、医療機器保守

および在庫管理に関するプロジェクト活動は、プロジェクト終了後もこれらの政策により支援されるであろう。なお、ロジスティ

ックス・システムに関しては、具体的な行動基準を示すガイドラインが策定されていないため、今後より確固とした支援体制

の整備のために「国家医薬品政策（改定版）」の下に同ガイドラインが発達されることが望まれる。また医療機器マネジメント

においては、医療機器管理委員会が中央および地方各県レベルに設置されているが、定期的に会議が行われていない等

十分に機能していない側面があるため、今後は医療機器マネジメントの活動の中心としてより効果的に機能することが期待

される。 
 
組織能力 

プロジェクト活動が、病院および倉庫での日常業務に組み込まれてきたため、医療機器保守技術者および在庫管理担

当者は、日常業務の一環としてプロジェクト活動を継続することができるであろう。医薬品、医療用品および医療機器を通じ
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て、質の高い保健医療サービスを人々に提供するためには、同一の目標に向かって進められている医療機器保守および

在庫管理の改善が必要不可欠である。 
なお、過去の人員配置の傾向によると医療機器保守技術者および在庫管理担当者は今後も配置されることが見込まれ

るが、今後の活動継続のためにもラオス側は両分野の人員を継続して配置するように努めるべきである。 
<医療機器保守> 

病院管理者および医療機器保守技術者は、質の高い医療サービスを提供し、患者の生命を救う上で、医療機器が重要

な役割を果たすことを認識しているため、医療機器保守活動を継続する意思を持っていた。ユーザーは、MES や医療機器

保守技術者によって繰り返し行われた予防保守の指導を通じて、医療機器保守の重要性を認識するようになり、日常保守

点検のチェックリストに従って医療機器保守をユーザー自身で行えるようになった。 
<在庫管理> 

在庫管理担当者は、プロジェクトで設定された行動基準（すなわち、「整理」、「整頓」、「清掃」、「清潔」および「躾」という

「5S」の概念）に則って、倉庫内の環境をさらに向上させ、在庫管理能力を改善させる意思を持っている。これは、質の高い

保健医療サービスおよび医薬品を患者に提供するためには、在庫管理の改善が大きく寄与していると考えられるからであ

る。 
 
財政状況 

下表で示すように、MPSC は、日常業務遂行のための予算を確保するように努めている。歳入は、2006 年度から減少して

きているが、多額の予算は、ロジスティックス・センターのフェンス、電気、水道などを整備するために、建設費として支出さ

れた。建設費を除く経常経費のみを考慮すれば、その予算は増加傾向にある。したがって、MPSC は、プロジェクト活動を

継続する意思があると言えるであろう。 
 
表 MPSC の予算（2005‐2008 年度）      単位：キップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：MPSC により作成された予算シートより 

注：ラオス政府の予算年度は、10 月 1 日から 9 月 30 日までとなっている。 

(2005 年度：2004 年 10 月－2005 年 9 月) 
 
<医療機器保守> 

プロジェクト活動を通じて、病院管理者は、医療機器保守の重要性を認識するようになった。また、予算制限があるため、

新しい医療機器の購入や既存の機器の修理費用と比較した場合、予防保守を進めることがより効果的であることを認識し

た。このような意識の変化の結果、医療機器保守のための予算配分は、少額ではあるが、確保されるようになってきた。 
病院は、入院費、ベッド使用料、X 線検査費、医薬品費などを含む医療サービスの支払いを患者に請求している。これら

の医療サービス利用料金の一部は、病院の裁量で医療機器保守に配分されるようになってきた。 
最近まで医療機器保守の予算が病院で確保されていなかったことを鑑みれば、その予算を確保できるようになったことは

大きな進歩である。しかしながら、保健省による医療機器保守への財源は、まだ十分とは言えない。 
 
<在庫管理> 

2008

計画 実際 計画 実際 計画 実際 計画

歳入
政府予算 282,300,000          282,300,000          1,106,314,000       1,106,314,000       470,937,000          470,937,000          283,176,000          
歳出
経常経費

     給与 130,000,000          130,000,000          141,590,000          141,590,000          130,737,000          130,737,000          187,900,000          
     水道 3,000,000              3,000,000              3,000,000              3,000,000              3,000,000              3,000,000              3,500,000              
     電気 15,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000            20,000,000            
     電話 6,000,000              6,000,000              6,000,000              6,000,000              6,000,000              6,000,000              8,000,000              
     施設の維持管理 14,000,000            14,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000            12,000,000            
     機材の維持管理 2,000,000              2,000,000              4,000,000              4,000,000              4,000,000              4,000,000              10,000,000            
     その他 37,300,000            37,300,000            40,724,000            40,724,000            37,200,000            37,200,000            41,776,000            
小計 (経常経費) 207,300,000          207,300,000          225,314,000          225,314,000          210,937,000          210,937,000          283,176,000          
資本経費

     建設費 75,000,000            75,000,000            881,000,000          881,000,000          260,000,000          260,000,000          -
合　計 282,300,000          282,300,000          1,106,314,000       1,106,314,000       470,937,000          470,937,000          283,176,000          

費目
2005 2006 2007
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ロジスティックス・センターの在庫管理担当者は、在庫品の管理・保管方法および倉庫内の温度管理方法について、民

間企業の人材を指導する機会があった。また、ロジスティックス・センターでの在庫管理は高く評価されているため、民間企

業が、ロジスティックス・センターにおいて容器や原材料を保管するように依頼してきた。今後、これらのサービスは、ロジス

ティックス・センターの収入源として見込まれるであろう。 
 
3-3 効果発現に貢献した要因 
(1) 計画内容に関すること 
・ プロジェクトの計画に従って、医療機器保守技術者だけではなく、病院管理者やユーザーを巻き込んだことにより、医

療機器保守が病院全体の活動として定着した意義は極めて大きい。結果的に、上記三者との連携により、医療機器保

守業務は円滑に進められた。 
 
(2) 実施プロセスに関すること 
・ 医療機器の日常保守、データベースの導入などを含むプロジェクト活動が、MES やロジスティックス・センターで従事す

る職員、各病院の管理者・技術者、対象 4 県倉庫の在庫管理担当者の日常業務に組み込まれていった。プロジェクト

活動が日常業務を効果的かつ効率的に行うことを促してくれたため、彼らはその活動を容易に受け入れることができ

た。 
・ プロジェクトで設定された行動基準に則って、在庫管理担当者の日常業務は改善されてきた。すなわち、上記の「5S」

の概念である。 
・ サバナケットの県病院では、医療機器保守技術者が、医療機器の使用方法を熟知しているユーザーと話し合い、ラオ

ス語での医療機器に関する操作ガイド（医療機器の使用方法に関する手順）を作成した。その病院の職員は、各医療

機器の使用方法をラオス語で理解できるようになった。 
 
3-4 問題点および問題を惹起した要因 
(1) 計画内容に関すること 
・ プロジェクト開始当初、ロジスティックス・センターの施設設計、入札図書作成、施工管理などを担当する短期専門家の

派遣が計画されていなかった。プロジェクト開始後、その分野の短期専門家派遣が決定されたが、計画外の派遣であっ

たため、十分な派遣期間を確保できなかった。また、ロジスティックス・センター建設に係る事前準備が十分ではなかっ

たため、建設費が現実の半分しか用意されていなかった。その予算規模に従って、施設規模を縮小し、建設規格を日

本仕様から現地仕様に変更した。 
・ ロジスティックス・センターの竣工後、ビエンチャン市の旧中央倉庫からロジスティックス・センターへの移転に係るラオス

側の予算投入が遅れた。この予算投入の遅延が移転プロセスを引き延ばした一つの要因となっている（2006 年 10 月：

ロジスティックス・センターの竣工、2007 年 2 月：旧中央倉庫からの移転完了）。 
 
(2) 実施プロセスに関すること 
・ ウドムサイ県の場合、県病院と県保健局/技術者との間のコミュニケーションを改善する必要がある。医療機器に関する

問題が生じた場合、ユーザーは技術者に報告することになっているが、院長あるいは副院長にその問題点を直接報告

している。これは、県保健局に配属されている技術者が、同県内で多くの保守・修理業務を抱えており、その技術者と

連絡を取れない状況が頻繁に起こるためである。 
・ 各病院は半期に一度、医療機器の稼動状況についてレポートを MES に提出することとなっているが、一部の病院から

は提出されていない。これに関し、MES は提出のない病院に対して、巡回指導や合同会議等の場で提出の必要性を

説明し、徹底を促進しているところである。 
・ 在庫管理に関して、県政府は、医薬品や医療用品を郡レベルまで輸送することになっているが、現状は、その輸送の

ための予算が十分に確保されていない。これにより、県倉庫における医療用品等の滞留日数に影響が出る可能性が考

えられる。 
 
3-5 結論 

評価調査団は、協力期間終了までにプロジェクト目標が達成され、期待される効果が生み出されると結論付けた。医療
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機器保守に関して、プロジェクト目標の達成に大きく寄与した要因は、以下のとおりである。最初に、医療機器保守の重要

性が、MES による指導を通じて病院管理者、医療機器保守技術者およびユーザーにより認識されてきた。次に、ユーザー

は、日常業務の一環として日常保守点検を徐々に実施するようになってきた。また、管理者は、質の高い保健医療サービス

の人々への提供に必要な活動として、医療機器保守を認識するようになった。最後に、MES は、医療機器のデータベース

を通じて、病院で利用されている医療機器の稼働状況を容易にモニタリングすることができるようになった。 
在庫管理では、プロジェクト目標の達成に大きく寄与した要因は、以下のとおりである。最初に、新しく建設された中央倉

庫であるロジスティックス・センターは、国内ロジスティックス・システムの中心として機能している。また、対象 4 県倉庫は、月

例報告書をロジスティックス・センターに提出するようになった。次に、倉庫内のレイアウトが改善され、在庫品もデータベー

ス内の参照番号に応じて、分類・整理された。結果として、在庫管理担当者は、数分のうちに目的の在庫品を見つけること

ができるようになった。三番目に、データベースを通じて、医薬品や医療用品の有効期限をモニタリングすることが容易にな

った。最後に、倉庫内の貯蔵室では、指導を受けた在庫管理担当者が、冷房装置を用いて室内温度を的確に管理し、医

薬品を適切な状態で保管できるようになった。 
また、評価 5 項目の評価結果からは、プロジェクトの計画内容、活動内容およびそのプロセスともに大きな問題は見受け

られない。同時に、上位目標達成についても大いに見込みがあることが確認されたため、協力を終了することは差し支えな

いと考えられる。今後も引き続き MPSC は日常業務遂行のための予算を確保するよう努める必要がある。 
 
3-6 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
(1) プロジェクトの活動がもたらした成果、経験及び教訓について、プロジェクト関係者は既存の情報共有活動に加え、保

健省各局、各県保健局及び各関係機関等へさらに対象範囲を広げた情報共有活動に励むべきである。 
(2) 「国家医薬品政策（改訂版）」の下でラオスにおけるロジスティックス・システムの行動基準として機能するガイドライン

を、保健省がプロジェクトのサポート受けつつ、発達させていくべきである。 
(3) MES が医療機器の稼動状況を管理・モニタリングするために、中央及び各県病院は MES に半期レポートを提出す

べきである。 
(4) 医療機器管理委員会がラオスにおける医療機器マネジメントの活動の中心として機能するよう、保健省が働きかけて

いくべきである。 
(5) 中央及び各県病院が医療機器の廃棄処分を行うことができるよう、保健省が引き続き奨励していくべきである。 
(6) 医療機器保守及び在庫管理の両分野において、保健省はプロジェクトの成果及び活動を継続させるに十分な予算

体系の確立に励むべきである。 
(7) 病院に医療機器を供与する際には、ドナー及びその他関係機関はソフトコンポーネントを十分に考慮するべきであ

る。 
 
3-7 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に参考となる事柄） 
(1) 現地語に翻訳された研修用テキストが参加者から高く評価され、広く使用されてきたこと。 
(2) プロジェクトによって導入された新たな概念及び活動が C/P 及びプロジェクト対象者の日常業務の延長線上にあり、

目に見える成果が生まれることで彼らの当事者としての意識改革をもたらし、彼らのプロジェクトの活動への積極的な

関与につながったこと。 
(3) 医療機器保守の活動に、技術者のみならず病院管理者及びユーザー（医師や看護師）をも巻き込んだことで、病院

全体としての意識改革につながったこと。 
(4) 病院に医療機器を供与する際には、ドナー及びその他関係機関はソフトコンポーネントを十分に考慮する必要がある

こと。 
(5) シニア海外ボランティア派遣など複数の事業スキームが連携され、プロジェクトの活動へ反映されたこと 

 
                                                  
i ロジスティックス・センターは MES 同様に医療用品供給センター（MPSC）傘下に位置し、倉庫機能と

同時に中央倉庫として地方倉庫を取りまとめる管理機能を持つ。 
ii 年間平均デッドストック率は、ロジスティックス・センターおよびチャンパサック県倉庫（2.2％）を除

く対象 3 県倉庫において、0.0％となっている。 


