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事業事前評価表 
 

Ⅰ．対象事業名  
国名：インドネシア共和国 
案件名：インドネシア大学整備事業 
L/A調印日：2008年 3月 28日 
承諾金額：14,641百万円 
借入人：インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 
Ⅱ．本行が支援することの必要性・妥当性 
インドネシアの保健セクターに関しては、ミレニアム開発目標(MDGs)に基づく乳児死亡
率の 2009年目標値 1,000出生数当り 26人に対して、2006年現在 30.8人である。また、
妊産婦死亡率は 2009年目標値 10万出生数当り 226人に対して、2006年現在 262人とな
っている。同国政府は、地方政府による保健計画策定・実施能力強化や、健康教育の実施

など一次医療（プライマリケア）の中心となるプスケスマス（保健所）の機能強化を図っ

ているところであり、プスケスマスに従事する保健医療人材の質・量の改善も上記指標改

善のための重要な手段のひとつである。保健省の中期計画（Rencana Pembangunan 
Kesehatan：2005~2009年）によれば、「医療従事者の育成に関して、質・量の早急なる
拡充が最大の課題として認識されており、そのためにはカリキュラムの改善、教育方法・

運営の改良を通して、医学・医療教育をさらに充実させていくことが重要」と明記されて

いる。 
インドネシア政府が国民の健康ビジョンを打ち出した 1999 年の「Healthy Indonesia 

2010」によると、2010年までに人口 10万人あたり 40人の医師（約 8万人）の育成を目
標としている。しかしながら、実際には 2004 年の医師の数は目標の半数約 4 万人にとど
まり、人口 10 万人あたり 20 人に満たない状況である。現状では、公・私立合わせて 53
の大学医学部が、毎年 3,500人の卒業生を輩出しているが、このままでは 2010年に目標値
に到達することは不可能と見込まれる。上記目標達成のため、現在 20の医学部の新設申請
が国家教育省に提出されているところである。 
医学部の新設が国家教育省により承認されると、既往の医学部を持つ大学は新設される

大学医学部に対し、講師、教授の派遣、カリキュラムの共有を図り、新設準備・運営のた

めのコンサルテーションを行うことになっている。インドネシア大学は歴史も古く、全国

の医師の約 10％を輩出する規模を持っていることなどから、多くの医学部を支援してきて
いる実績がある。また、インドネシア大学は、問題解決型学習法（PBL）といった教授法
を取り入れているなど、先進的な医療教育の実践の場となっている。 
一方で、学生の医療臨床研修は教育病院としての指定を受けた保健省もしくは州政府管

轄の一般病院で行われてきており、2005 年現在、教育病院として 22 の病院が指定されて
いるが、新設医学部の増加に伴い、教育病院のキャパシティが不足し学生の受入に支障を

来たしている。一般病院はあくまでも医療サービスの提供が中心であり、教育及び研究の

質が確保できないなどの理由から、国家教育省は、医学部を持つ大学が今後付属病院を保

有するという方針をたてている。インドネシア大学は卒業生の 40％近くが新設の医学部の
教職につき、また、講師派遣、カリキュラムの共有などを通じて多くの新設医学部を支援

してきているなど、インドネシアにおける医学教育の指導的な役割を担っていることから、

国家教育省は初めてのケースとなる大学付属病院の設置をインドネシア大学で実施するこ

ととした。 
インドネシアの国家中期開発計画（2004-2009）によれば、「教育プロセスや大学卒業
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者の持続的な質の向上を可能とし、有資格教育者のニーズに応じた十分な教育インフラの

確保」、また、「高等教育機関の３原則の実施（高等教育機関の教育、研究、国民への奉

仕）」を唱えている。また、国家教育戦略計画（2005-2009）によれば、「教育設備の拡
充、教育の質の向上、研究活動の増加」が必要であるとしている。さらに、保健省の中期

計画（Rencana Pembangunan Kesehatan ）2005-2009によれば、「医療従事者の育成に
関して、質・量の早急なる拡充が最大の課題として認識されており、そのためにはカリキ

ュラムの改善、教育方法・運営の改良を通して、医学・医療教育をさらに充実させていく

ことが重要」と明記されている。本事業は、インドネシア大学の医学・医療教育・研究を

充実させるための大学付属病院の新設及び医療系学部の移転・設備強化を行うものであ

る。また、インドネシア大学における保健医療人材の育成と、地方大学との連携を通じた

地方大学における医学・医療教育の質の向上も目指しており、上記方針と合致している。 
我が国の対インドネシア国別援助計画(2004年 11月)では、「民主的で公正な社会造り」
のための支援として、「貧困削減の取組を支援するために」「保健・医療分野のサービス

の向上等」を重点分野・重点事項のひとつとしており、本事業は本方針に合致する。 
本行の海外経済協力業務実施方針（2005年 4月）では、重点分野として「人材育成の支

援」を掲げており、「人材育成の重要性にかんがみ、インフラ整備等への支援においても、

教育サービスの質の改善という観点に立った効果的な支援を行う」としていることから、

本事業は本方針に合致する。 
本事業はインドネシア大学の医療教育を改善・拡充し、さらに地方大学との連携を通じ

て地方を含む医学・医療教育の質向上を図るものである。加えて、今後、医学部を持つそ

の他の大学も付属病院を建設していく方向にあるところ、本事業により充実した臨床研修、

研究を行うことができる大学付属病院のモデルを構築する意義も大きい。よって、本行が

支援することの必要性・妥当性は高い。 
Ⅲ．事業の目的等 
インドネシア大学の医学部、歯学部、看護学部及び公衆衛生学部から成る医学関係学部

及び大学付属病院の整備を行うことにより、医学系の教育の拡充及び研究活動の強化を図

り、もって地方大学との連携強化を通じてインドネシアの医療サービスの質の向上に寄与

するもの。 
Ⅳ．事業の内容 
1. 対象地域名 
西ジャワ州 

2. 事業概要 
(1) 施設建設・基礎インフラ整備（医学部・歯学部の新築、公衆衛生学部・看護学部の改
築、大学付属病院の新築、関連インフラ整備） 

(2) インドネシア大学による地方大学との連携（臨床研修改善に向けた連携、共同研究） 
(3) 機材調達（教育、研究、医療活動に利用される資機材、大学付属病院用 IT機材） 
(4) コンサルティング・サービス（全体事業管理、詳細設計、入札補助、施工監理、大学
付属病院立ち上げ支援、大学付属病院ガイドライン作成、地方大学との連携・共同研

究支援、日本の大学との共同研究・研修支援） 
3. 総事業費 

17,227百万円（うち、円借款対象額：14,641百万円） 
4. スケジュール 

2008年 2月～2016年 6月を予定（101ヶ月）。建設、機材据付及びコンサルティング・
サービス全てが完了した時点をもって事業完成とする。 
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5. 実施体制 
(1) 借入人：インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 
(2) 実施機関：国家教育省高等教育総局（Directorate General of Higher Education，

Ministry of National Education） 
(3) 操業・運営／維持・管理体制：インドネシア大学（University of Indonesia） 

6. 環境及び社会面の配慮 
(1) 環境に対する影響／用地取得・住民移転 
① カテゴリ分類：B 
② カテゴリ分類の根拠：本事業は「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラ

イン」（2002年 4月制定）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を
受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断される

ため、カテゴリ Bに該当する。 
③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は詳細設計後に作成され、
デポック市により承認される予定。 

④ 汚染対策：学部ラボ及び大学付属病院からの医療系の廃水は、同国国内基準を満た

すように処理され、河川に放流されることになっており、処理水放流による特段の

影響は予見されない。また、学部ラボ及び大学付属病院から排出される医療廃棄物

のうち可燃物は校内の焼却炉で焼却処分され、処理残灰及び不燃医療廃棄物はボゴ

ール県にある危険物処理センターで適切に処分されることになっており、特段の影

響は予見されない。 
⑤ 自然環境面：本事業対象地は既存大学キャンパス内であり、自然環境への望ましく

ない影響は最小限であると想定される。 
⑥ 社会環境面：本事業対象地は既存大学キャンパス内であり、用地取得及び住民移転

を伴わない。 
⑦ その他・モニタリング：本事業は、インドネシア大学が工事中の騒音・振動等につ

いてモニタリングする。 
(2) 貧困削減促進 
特になし。 

(3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等） 
校舎及び病院設計においては、障害者、高齢者に配慮したバリアフリー化を図る予定。

また、国家教育省高等教育総局とインドネシア大学は、工事労働者に対するエイズ対策を

工事契約の入札書類に含めることとしており、雇用されるコントラクターが NGO、インド
ネシア大学等と協力してエイズ対策を実施する予定。 
7. その他特記事項 

(1) インドネシア初の免震機能付き病院となる予定。 
(2) 効率的な病院運営のため ITシステムを導入する予定。 
Ⅴ．事業効果 
1. 運用・効果指標 

指標名 基準値 
（2007年実績値） 

目標値（2018年） 
【事業完成 2年後】 

学生一人当たりの面積（㎡） 医：8.45、歯：9.61 
看：4.42、公：6.00 

医：14.40、歯：17.33 
看：7.77、公：8.70 

学生の成績平均点（GPA）（ポイント） 医：3.26、歯：3.00 
看：3.01、公：3.26 

医：3.50、歯：3.75 
看：3.50、公：3.50 
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国家認証機関(BAN-PT)による評価（基
準値は 2002年評価時のもの） 

医：A、歯：A 
看：B、公：B 

医：A、歯：A 
看：A、公：A 

教員による年間研究論文の数 医：233、歯：23 
看：12、公：42 

医：466、歯：45 
看：24、公：50 

大学付属病院のベッド占有率（％） - 60％ 

大学付属病院の 1日の平均外来患者数 - 700 
他医療機関からの紹介患者割合（入院

患者）(%) 
- 30% 

地方大学との連携において派遣された

教員の数 
- 24 

地方大学との連携において実施された

共同研究の数 
- 4 

略語：医：医学部、歯：歯学部、看：看護学部、公：公衆衛生学部 
2. 内部収益率 （経済的・財務的内部収益率） 
教育事業の収益性計算は適切でないとの理由から算出せず。 

Ⅵ．外部要因リスク 
 特になし。 
Ⅶ．過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
類似案件の事後評価において、「法人格取得による体制移行の動きにみられるように、

今後、インドネシアの国立大学の運営体制は、大学の裁量で多様化すると考えられる。」

「持続性の確保のためには、一律の対応ではなく、大学ごとに組織改革の状況を注視し、

施設・設備の維持管理体制を把握する必要がある。」との教訓が導かれている。これを踏

まえ、本事業では、インドネシア大学の法人化の今後の進捗を踏まえた、学部及び大学付

属病院の運営・維持管理体制を整備する予定である。 
Ⅷ．今後の評価計画 
1. 今後の評価に用いる指標 

(1) 学生一人当たりの面積（㎡） 
(2) 学生の成績平均点（GPA）（ポイント） 
(3) 国家認証機関(BAN-PT)による評価 
(4) 教員による年間研究論文の数 
(5) 大学付属病院のベッド占有率（％） 
(6) 大学付属病院の 1日の平均外来患者数 
(7) 他医療機関からの紹介患者割合（入院患者）(%) 
(8) 地方大学との連携において派遣された教員の数 
(9) 地方大学との連携において実施された共同研究の数 

2. 今後の評価のタイミング 
事業完成 2年後 

 


