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第2部 評価対象2案件に関する評価結果 

第3章 平成15年度対パキスタン無償資金協力「イスラマバード小児病院整備計画」 

3.1 評価結果 

3.1.1 案件の妥当性 

全般的評価：A 

詳細評価： 

評価対象とする本無償資金協力案件（以下、本案件）を検討する前提として、本案件の以下の

特徴を踏まえる必要がある。 

(i) 本案件が災害発生に対応して、その被害からの復旧を目的としていること。 

(ii) 本案件が実施されるイスラマバード小児病院に対しては、1982-3 年にその建設のための無

償資金協力が実施されて以来、技術協力（プロジェクト方式技術協力：1986-1993 年度）、

豪雨被災後のフォローアップ協力（無償：2002 年度）、さらに本案件後に実施された手術

室の増改築や機材補充などの機能改善のための協力（無償：2005 年度）など、約 25 年の

間に多数の日本の支援が行われてきた。本案件はその中のひとつに位置付けられること。 

本案件が意図した設備の復旧やそれに伴う機能の回復は、原初の日本の無償資金協力により得

られていた効果を回復、継続させることを意味する。したがって、特に案件の妥当性やインパク

ト、自立発展性を検討する際には、そもそも原初協力の計画段階において何が意図されていたの

かについて留意する必要がある。また、上記の通り同病院に対する日本の支援が多数行われてき

ていることから、インパクトや自立発展性、広報効果などを検討する場合、本案件に由来する部

分を個別に取り出して判断することは困難であり、また必ずしも適切ではない場合もある。した

がって、本評価においては状況に応じて、これまでの日本の同病院への協力の結果を一体的に捉

えた上で判断を行っている。  

（1）日本の対パキスタン援助方針との整合性 

本案件は災害からの復旧を目的としており、予め特定分野の災害を想定した援助方針があるわ

けではない。したがって、日本の援助方針との整合性については、単に本案件が計画、実施され

た時点における整合性のみならず、復旧対象となった設備・機材が導入された原初の協力が計画

された小児病院建設当時の援助方針も参照しつつ、本案件との整合性を検討する。下記(2)のパ

キスタン政府の開発戦略・政策との整合性を検討する際にも、同様の方法により検証を行う。 

1）小児病院の建設協力時の日本の援助方針 

日本の無償資金協力により「イスラマバード小児病院建設計画」（1982-3 年）が実施された際

には、日本の対パキスタン援助の政策は、少なくとも対外公開可能な形では存在しなかった。同

計画の基本設計調査報告書においても、日本政府としての方針は明示されていない。 
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2）豪雨被災時の日本の援助方針 

1998 年 5 月のパキスタンの地下核実験実施に対して、日本は同国向け新規無償資金協力の停

止（緊急・人道的性格の援助及び草の根無償を除く）及び新規円借款の停止等の措置をとった。

同小児病院が豪雨被害を被った 2001 年 7 月においても同措置が続いていた。その後、2001 年 9

月の米国同時多発テロの発生後、日本政府はそれまでのパキスタンの核不拡散上の取組を評価し、

またテロとの闘いにおけるパキスタンの安定と協力の必要性に鑑み、10 月には上記の措置を停

止し、さらに11月には今後2年程度にわたる3億ドルの無償資金協力等の経済支援を発表した。 

このように、この時期は世界情勢に呼応する形で日本の対パキスタン支援の方向性も大きく変

化するタイミングにあたっていたが、当時の我が国の対パキスタン援助方針は、核実験実施以前

に設定されたもので、（イ）社会セクター、（ロ）経済基盤整備、（ハ）農業、（ニ）環境保全を重

点分野としていた。このうち社会セクターについては、社会行動計画（SAP）への支援を重視す

るとともに、保健分野では、人口及びエイズ対策を含む保健・医療等の分野を中心とする人材育

成支援を行うこととされていた。 

3）本案件の基本設計調査実施時以降の日本の援助方針 

日本は 2005 年 2 月に「対パキスタン国別援助計画」を発表した。同計画では、我が国の経済

協力の方向性と重点分野として、（イ）分野横断的イシュー（ジェンダー、環境、ガバナンス）、

（ロ）人間の安全保障の確保と人間開発、（ハ）健全な市場経済の発達、（ニ）バランスの取れた

地域社会・経済の発達を挙げている。このうち、（ロ）人間の安全保障の確保と人間開発におい

て、（a）基礎教育、（b）高等教育・技術教育とともに（c）基本的保健医療・水の衛生の確保と

諸格差の縮小が掲げられている。その下に設定されている具体的な重点課題項目は以下の通りで

ある。 

 

・地域住民の保健医療サービスに対するアクセスの確保 

・保健医療人材育成 

・プライマリー・ヘルス・ケアの地域格差縮小と二次医療の連携向上 

 

この国別援助計画策定の基礎となったのが、パキスタン国別援助研究会での議論であった。同

研究会では、上述したパキスタンの核実験実施や同時多発テロといった同国に関わる環境変化を

踏まえ、新たな同国の開発の方向性と日本の援助のあり方が日本国内及び在外の関係者によって

検討された。その報告書においては、保健・医療の中心的課題として特に公平性の確保が指摘さ

れている。同研究会での検討は 2002 年 11 月に開始された3。したがって、2002 年 12 月に基本設

計調査が開始された本案件の計画・実施段階においても、国別援助計画において重点課題とされ

ているテーマ、すなわち地域住民のアクセス確保や地域格差の縮小といった事項が、保健セクタ

                                                 
3 パキスタン国別援助研究会の報告書は 2003 年 11 月に発表された。 
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ーにおける日本の援助の方向性を示すものとして、既に相当程度関係者に共有されていたものと

推測される。 

ここでは、以上の１）～３）より日本の対パキスタン援助方針と本案件の整合性を評価する。

そのためには、まずは同小児病院への日本の協力が何を目指したものであるかを確認する必要が

ある。同病院の建設にかかる無償資金協力における基本設計調査報告書によると、本小児病院は

パキスタンの医療近代化の中核となる IHC (Islamabad Hospital Complex) 、すなわち現在の PIMS

（Pakistan Institute of Medical Sciences）を構成する医療施設のひとつであり、増加しつつある小

児科医療の要求を満たすと共に、臨床研究を通じて同国における小児医療の教育病院としての機

能を有することを基本構想としていた。しかしながら、首都イスラマバードも含め、パキスタン

全土において基礎医療サービス供給体制が未整備であり、全体的な底上げが必要とされていた当

時の状況を鑑み、同小児病院の機能として高度専門病院を中心とすることは実際上不適切と判断

されたため、基本設計調査ではその機能を最小限とする一方で、パキスタン側の当初の要請より

も一般外来診療を中心とする 1 次医療のための施設を充実させることとした4。 

このような基礎医療分野への小児病院建設当時の日本の実質的な協力方針は、本案件の実施時

点においても基本的に保持されていたものと考えられる。本案件の実施時においても、同小児病

院は依然として、イスラマバードや隣接するラワルピンディ市からの外来・入院患者にとどまら

ず、北西辺境州やアーザード・ジャム・カシミール（AJK）地域など第 1 次・2 次医療施設が整

備されていない同国北部からの多数の患者の利用に供する施設としての役割を果たしている。他

方、上記 3)で述べた通り、日本の援助方針は本案件が実施された頃からより明確化され、「基礎

保健医療の確保と格差の縮小」として打ち出されている。したがって、基礎医療サービス供給の

役割を担う小児病院の機能回復を図った本案件と日本の援助方針とは整合性を有するものであ

る。 

                                                 
4 国際協力事業団「パキスタン回教共和国イスラマバード小児病院建設計画 基本設計調査報告書」

1982 年 9 月 

 

イスラマバード小児病院（東側） 

 

イスラマバード小児病院（西側） 
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（2）パキスタンの開発戦略・政策との整合性 

1）小児病院建設時の開発戦略・政策 

小児病院建設の無償資金協力が実施された時期において、パキスタン政府は第 5 次 5 ヵ年計画

（1978-83）の一環として医療近代化 5 ヵ年計画を推進していた。その主要目標は以下の通りで

あった5。 

 

(i)  医療施設の適正配置 

(ii) 医療施設の整備拡充 

(iii) 都市部医療施設の近代化 

(iv) 医療施設の整備・拡充に要する医療従事者の育成 

(v) 防疫対策の強化（マラリア、BCG、ポリオ、ジフテリア） 

(vi) 一般国民への保健衛生教育 

(vii) 医療研究の推進と向上 

(viii) 新規施設の質的向上 

(ix) 1 次保健医療の強化と推進 

(x) 母子及び乳幼児の罹患率、死亡率の低減化 

 

この時期においては医療施設の整備や医療従事者の育成が都市部も含めた全国において必要

とされており、その点から小児専門病院を首都イスラマバードに建設することは、本 5 ヵ年計画

との整合性の高いものであったと言える。また、上述の通り、この時の基本設計調査において同

小児病院の中心機能を高度専門病院とせず、1 次医療のための施設を充実させることとした点に

ついても、1 次保健医療の強化を掲げる上記の 5 ヵ年計画に整合したものであったと言える。 

2）豪雨被災時から現在までの開発戦略・政策 

パキスタン政府は、第 9 次 5 ヵ年計画（1998-2003）において、小児医療の改善を国家開発計

画における保健セクターの重要課題と捉え、地域医療、母子保健と小児医療に焦点を当て、富者

と貧者、都市と農村、男性と女性、それぞれの格差是正を試みている。保健セクターにおける理

念と目標は以下の通りである6。 

 

 

 

                                                 
5 国際協力事業団「パキスタン回教共和国イスラマバード小児病院建設計画 基本設計調査報告書」

1982 年 9 月 
6 国際協力機構「パキスタン・イスラム共和国イスラマバード小児病院改善計画 基本設計調査報告

書」2005 年 3 月 
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【理念】 

(i) 国民全てに健康を 

(ii) 保健分野における平等、効率性、有効性の向上 

【目標】 

(i) 感染症罹患率の減少 

(ii) 1 次・2 次医療サービスの充実 

(iii) 地域医療システムの専門技術及び管理の改善 

(iv) 女性医療従事者の増員 

(v) 小児、貧困者の栄養改善 

(vi) 都市と地方間の医療サービスの均一化 

(vii) 公衆衛生活動の強化 

(viii) 医薬品の効果的配備 

(ix) 保健政策におけるモニタリングの拡大  

この理念の下に策定された保健セクター政策が、現在まで続く「National Health Policy 2001」

である。同政策は“Health for All”アプローチに基づく国家ビジョンとされ、以下の点に特徴が

ある7。 

 

(i) 保健セクターへの投資は政府の貧困削減計画8の一部を成すこと  

(ii) 重点分野として、高次ケアを重点としていたこれまでの政策を転換し、1 次・2 次レベ

ルに優先が置かれること 

(iii) 質の高い保健ケアを達成するための保健セクター改革にはグッドガバナンスが基礎と

なること 

このような 1990 年代後半以降の政府の保健政策を上記 1)で述べた 1980 年代の同小児病院建

設時の政策と比較すると、特にサービス提供の平等のための格差の是正に重点が置かれるように

なっていることが分かる。なお、現在の 5 ヵ年計画である中期開発枠組み（Medium Term 

Development Framework 2005-2010）においては保健セクターのビジョンとして、女性など社会経

済的に脆弱なグループの保健ニーズに対応した効果的・効率的な医療保健システムを確立するこ

とが掲げられている。 

以上より、本案件とパキスタン政府の開発政策・戦略との整合性を評価すると、同小児病院の

設立時においては、都市部を含む医療施設の整備拡充に相対的に重点が置かれていた同国の政策

に本案件は十分に整合していたものと判断される。他方、同小児病院はイスラマバード市内のみ

ならず周辺の同国北部一帯から多数の第 1 次・2 次医療の患者を受入れてきている。本案件が実

                                                 
7 Ministry of Health, Government of Pakistan. National Health Policy 2001 The Way Forward. December 2001. 
8 パキスタンでは 2003 年 12 月に貧困削減戦略文書(PRSP)が策定され、現在はそれに続く PRSP-II の
ドラフトの検討段階にある。 
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施された時点においては、既にこうした基礎医療ニーズへの対応がより重要な政策優先事項とし

て明確にされており、イスラマバード周辺の同国北部一帯における各地方の第 1 次・2 次医療サ

ービスが依然として不充分な状況下、大雨で被災した病院機能の復旧を本案件により図ることは、

特に第 1 次・2 次医療サービスの提供機関としての同小児病院の役割を鑑みた場合、当時の政策

の方向性と整合性があったと判断できる。 

（3）現地のニーズとの整合性 

現地のニーズを病院機能の回復と再被災の防止の 2 側面から検討した場合、本案件は両側面に

おいてニーズに十分に整合していたものと判断する。 

1）病院機能回復ニーズとの整合性 

基本設計調査報告書によると、2001 年 7 月 26 日に発生した大雨が小児病院にもたらした被害

と同病院による対応の経緯は以下の通りである。豪雨の発生により、雨水がイスラマバード小児

病院地下の電気室、機械室に流れ込み、計器の絶縁不良や泥水の進入による電気設備・機械設備

の停止が起こった。この結果、病院機能が麻痺し、入院患者を他の施設に一時的に移動、外来診

療も中止せざるを得なかった。被害後小児病院側は、排水、機械の清掃、乾燥等を実施して復旧

に努めた。被災数日後には主電源のスイッチも入れられ診療も一部で再開されたが、一時凌ぎの

不十分な措置で大事故につながる可能性もあり、特に漏電・絶縁不良による災害、稼働中の医療

機材の突然停止による人身事故等の重大な二次災害の可能性も考えられた。パキスタン政府は病

院機能の停滞を避けるため、我が国に対し水害による被害復旧を目的として無償資金協力を要請

した。 

実際に、当時より同小児病院で勤務していた医師からの聴き取りによると、病院サイドでは被

災日の夜半に雨が治まった後、技術者が被災状況を確認したところ、完全な復旧のためには病院

自らのキャパシティーを超えた被害レベルであるとの認識をもった。独自努力によりとりあえず

のサービス回復がなされるまでは数週間かかった。しかしその後も、日本のフォローアップ協力

や復旧協力（本案件）が開始されるまでの期間は、その機能に制約を抱えた中でのオペレーショ

ンを余儀なくされていた。例えば、小児病院においてはベンチレーター（人工呼吸器）が機能す

ることは極めて重要であるが、そのためには病院の空調システムが回復する必要があった。日本

の協力により電気や空調システムが回復されるまで、そうした制約下での運営が続いていたとい

う。 

日本は被災から約 1 ヵ月後の 2001 年 8 月 27 日より 9 月 7 日まで、フォローアップ調査団を派

遣し、被災状況を確認するとともに対応策を検討したところ、被災が広範囲にわたっていること

が確認された。この中で緊急処置が必要とされる小児病院への電源引込用主開閉器盤、熱源機器、

電源バックアップを目的とした母子保健センターの発電機からのケーブル設置等をフォローア

ップ協力計画の対象とした。緊急対応以外の復旧については、対応に時間・費用がかかることか

ら本格復旧計画とした。こうした整理に基づいて、2002 年 4 月から 10 月にかけてフォローアッ

プ協力事業が行われ、その後パキスタン政府より本格復旧並びに将来の防災対策にかかる無償資
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金協力が要請された。被災状況、フォローアップ協力事業、本格対応要請の概要は下表の通りで

ある。 

表3.1: 被災状況、フォローアップ協力事業、本格対応要請の概要 

被害状況 フォローアップ協力事業 本格対応（本案件）要請項目 

【建築工事】 
浸水したものの床がテ

ラゾー貼りのため特に被

害は発生せず。 
 

 a.外構工事 
b.窓建具と伸縮継目のシールの

交換 
c.屋上屋根防水の交換 
d.排水管の交換 
e.電気室と発電機室の移動 

【電気工事】 
電気室及び発電機室が、

床面より 1.2m～1.5m の高

さまで浸水し、受電盤、配

電盤、自動電圧調整器、発

電機及びその補機が使用

不可能。 
 

A.受電設備 
a.空気絶縁遮断器の交換 
b.空気絶縁遮断器の取付に伴う空

気絶縁遮断器主導体の交換 
 
B.発電機設備 
a.MCH から小児病院へのバイパ

ス工事 
b.切替盤への既存発電機、電源供

給工事 
c.切替盤取付工事 
d.バイパス地中埋設ケーブル工事 
 
C.エアコン設置に伴う電源工事 
a.新設分電盤設置 
b.電気室より電源供給工事 
c.エアコンのための新設分電盤よ

り開閉器への電源供給工事 
d.分電盤より開閉器へのケーブル

天井内工事による電源供給工事 

a.受電設備の交換（引込み盤と

配電盤）と既存機器の撤去 
b.発電機設備の交換と撤去 
c.UPS（無停電装置）の新設と

既存機器（AVR）の撤去 
d.受電設備移設に伴うケーブル

工事 
e.排水ポンプ盤の新設とそれに

伴うケーブル工事 
f.動力盤の新設とそれに伴う二

次側配線工事 
 

【機械設備】 
冷凍機、ボイラー室は、

床面より 1.2m～1.5m の高

さまで浸水し、冷凍機、ボ

イラー、空調用ポンプ、給

湯ポンプ、空調機及び自動

制御盤は、使用不可能。 
監視室、医療ガス機器室

は、床上 30cm～50cm まで

浸水、内部の機器が使用不

可能。 

A.空調設備 
a.パッケージ型エアコンの設置 
b.加湿器の設置 
 
B.衛生設備 
a.医療ガス設備 
・空気圧縮装置の部品交換 
・吸引装置の部品交換 
 

a.冷凍機の交換 
b.ボイラーの交換 
c.ポンプの交換（空調用ポンプ、

排水ポンプ、給湯ポンプ） 
d.空調機の部品（送風機、フィ

ルター及びモーター）の交換 
e.冷却塔の交換 
f.配管、バルブの交換 
g.自動制御システムの交換 
h.医療ガス設備（吸引装置、空

気圧縮装置）の交換 
【その他の修繕・交換】 

 
 a.建築工事 

b.電気設備工事 
c.機械設備工事 
d.コンピューターネットワーク

を含む医療機材の修繕・更新 
注： 要請項目における波線部分は基本設計調査団による検討の結果、協力内容に含めないこととされたもの。 
出所：国際協力事業団「パキスタン・イスラム共和国イスラマバード小児病院復旧計画 基本設計調査報告書」

2003 年 3 月（抜粋、波線は調査団が加筆） 
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上表のうち、本案件において当初要請されたコンピューターネットワークを含む医療機材の修

繕・更新については、案件目的である水害復旧とは合致しないため、両国の協議の上で本計画に

は含めないこととした。また、電気設備項目の無停電装置（UPS）の新設については、供与した

場合の修繕、更新に相手国側が多額の予算を必要とすることが予想されることから、既存機器の

交換に留めることにした。 

上記より、同小児病院の機能回復に関しては、現地側で高いニーズが認められていると共に、

日本側でもフォローアップ調査団が現地において個別のニーズを確認し、緊急度に応じてフォロ

ーアップ協力と本案件による本格復旧協力との整理を行った上で、本案件の基本設計においては

復旧目的という観点から協力内容の精査を行っている。したがって、本案件の機能回復ニーズと

の整合性は非常に高かったものと判断される。 

2）再被災防止ニーズとの整合性 

本案件においては、病院機能の回復を目的とした協力以外に、同小児病院周囲の雨水排水シス

テムの改善や止水用コンクリート製壁の設置をはじめとする再被災防止のための建築工事が行

われた。 

豪雨被害が発生した 2001 年 7 月 23 日の降雨量は 620mm、特に降雨が集中した同日午前 11 時

から午後 2 時までの 3 時間の降雨量は 400mm、時間当たりの最高降雨量は 180mm であった。こ

れは過去 80 年で記録した最大量であったのみならず、イスラマバードにおけるそれまでの 1 日

の最高降雨量が 320mm（1997 年 8 月 27 日）であったことから、その突出した降雨の程度が窺

われる。 

当時を知る病院関係者からの聴き取りによると、PIMS 全体で豪雨による浸水の被害を受けた

のは同小児病院の建物のみであり、隣接する母子保健センターにおいても被害はなかった。この

理由として、同小児病院の敷地が周囲より低いレベルにあるため、周囲の道路から溢れた水の建

物内への流入を招いたこと、また地下サービスヤードがオープン構造であるため、上階や周囲か

らの水が浸入したことがあった。さらに、同小児病院の敷地内の雨水配水管がPIMS 側の資料で

は内径 300mm とされていたにも関わらず、基本設計調査団が測量した結果 200mm であった上

に、清掃が充分でないことから排水容量が小さくなっていた9。 

上述の通り、この被害は想定の範囲を遥かに超えた豪雨がもたらしたものであったが、このよ

うな敷地や建物の基礎レベルの相対的な低さなど、構造的に同小児病院が降雨に対して抱えてい

る脆弱性を緩和するニーズは高かったと判断される。協力内容はこのニーズに十分に整合的であ

ったと考えられる。 

以上より、本案件による協力は、現地のニーズと高い整合性があったと言える。 

                                                 
9 国際協力事業団「パキスタン・イスラム共和国イスラマバード小児病院復旧計画 基本設計調査報

告書」2003 年 3 月 
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（4）環境、ジェンダー、貧困削減、人間の安全保障等への配慮の度合い 

本案件は保健セクターにおける協力案件であり、特に小児専門医療機関の機能回復のための支

援である。小児を含む社会的弱者の保健医療サービスに対するアクセス確保は、人間の安全保障

が確保されるための重要な構成要素である。ミレニアム開発目標（MDGs）の保健分野における

目標のひとつである乳幼児死亡率の削減は、パキスタンにおいても改善が見られるものの、周辺

他国等のレベルと比較すると未だ劣位にある（後掲表 3.5）。その中で、小児病院を含む PIMS は

同国の MDGs 達成に向けた改善への取り組みにおける先導的立場にあることから、病院機能が

早期に回復されることは関係者のモチベーション維持や同国における社会的弱者に対する保健

医療サービス確保への取組みの象徴的意味合いからも重要であった。 

また、同小児病院を含む PIMS は連邦政府直轄の公立病院であることから、政府職員並びにそ

の家族の他、民間病院で受診するための費用負担が困難な低所得者層の利用が多い。パキスタン

の公的医療機関においては、低所得者についてはその所得レベルに応じて全額または一部の医療

費が免除される仕組になっているが、2004 年度統計では同小児病院の年間患者数のうち一部無

料患者が半数以上、全額無料患者が 2.4％を占めている10。これらの患者の居住地は、前述の通

り、イスラマバードや隣接するラワルピンディ市にとどまらず、第 1 次・2 次医療施設が未整備

な北西辺境州や AJK 地域を中心とする周辺の同国北部一帯にも及んでいる。したがって、代替

手段の少ない地方部の多数の住民にとって利用可能な医療施設の機能を回復することは、人間の

安全保障の観点から重要性が高い。 

（5）結論 

上述の通り、（1）日本の対パキスタン援助方針との整合性、（2）パキスタンの開発戦略・政策

との整合性、（3）現地のニーズとの整合性、（4）環境、ジェンダー、貧困削減、人間の安全保障

等への配慮の度合いのそれぞれの観点において本案件の妥当性は高く、評価をA と判断する。 

 

3.1.2 施設／機材の適切性・効率性 

全般的評価：A 

詳細評価： 

（1）施設／機材の機能・性能の適切性 

基本設計においては、調達設備の設計方針として、電気設備、機械設備の復旧内容は基本的に

被災前と同程度の規模、仕様とすることとされた。その理由として、基本設計コンサルタントか

らの聴き取りによると、それまで同小児病院において約 20 年間継続してきた維持管理方法がそ

                                                 
10 この他に、制度上無料となる公務員・職員の子供が 28.4％を占めており、全患者数に占める全額有

料患者は 20％弱に過ぎない。（出所：国際協力機構「パキスタン・イスラム共和国イスラマバード小

児病院改善計画 基本設計調査報告書」2005 年 3 月） 
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のまま適用できることが重視された。実際に、小児病院の技術者からも、維持管理方法が以前と

同様であることから復旧後の稼働もスムーズに行われ、復旧された電気・機械設備の機能・性能

は適切であったと認識されている。また、将来の水害防止に対する建築計画においては、その設

定基準として、降水量が 2001 年 7 月と同規模の 3 時間 400mm、一時間最多 180mm、1 日最多

620mm の集中豪雨があった場合においても再被災しない計画とされた。本案件完工後に同程度

の降雨は発生していないものの、全般的に多雨であった 2006 年の雨期を含め、その後雨水の病

院建物内への侵入は発生しておらず、同病院でも雨水排水システムや止水壁等の建築物の機能・

性能は適切であると認識されている。したがって、基本設計に基づき本案件で調達・建設された

施設・機材は概ね適切であったと判断できる。 

（2）施設／機材の活用・維持管理上の適切性 

基本設計においては、施設完成後の修理、維持、管理を容易にするため、工事に使用する資機

材は可能な限り現地調達とすることにした。一方、同小児病院の建設時に供給された資機材はも

ともと日本から調達されたものであり、既存資機材の部品交換など仕様上不可欠なものについて

は日本調達とされた。さらに現地で入手が不可能なもの、要求品質を満たさないもの、供給量が

不十分と判断される資機材については、日本もしくは第三国から輸入調達する方針とした。 

その他の配慮として、本案件で調達する非常用発電機については、隣接する母子保健センター

のものと同容量・同メーカーの機器とし、保守点検を同時に行えるようにすると共に、相互のバ

ックアップが可能となるようにした。同小児病院建設時に設置された停電時の予備用発電設備は

400KVA であったが、2002 年のフォローアップ協力事業で母子保健センターからの小児病院へ

の発電機回路のバイパス工事が実施されており、この母子保健センターの発電機容量 500KVA

に合わせたものである。 

また、維持管理上の配慮がなされた資機材選択のもうひとつの事例として、前述の通り、電気

設備項目の中で無停電装置（UPS）の新設についてパキスタン側から要請がなされたことに対し

て、基本設計調査において、供与した場合の修繕、更新に相手国側が多額の予算を必要とするこ

とが予想されたため、既存機器である自動電圧調整装置（AVR）の交換に留めることにした。 

現地での視察と関係者からの聴き取りによると、本案件により供与された資機材や建築物は総

じてメンテナンスが適切に行われており、後述の通りそれらの稼動状態も良好に保たれている。

これら資機材等のメンテナンスに関する問題点についても現地関係者からの指摘はなかった。し

たがって、資機材・建築物は活用・維持管理の面からも適切に設計、供給されたと判断できる。 

（3）施設／機材の費用効率性 

基本設計コンサルタントからの聴き取りによると、要求性能、安全性、耐久性を確保するため

にどうしても日本調達が必要な資機材を除き、できる限り現地調達が可能な資機材を採用し、調

達コスト及び運営・維持管理費用の縮減が図られた。コスト縮減の検討に関しては、本案件は核

実験によるドナーの経済制裁解除後にパキスタンで実施された最初の無償資金協力案件であり、

他国の協力も再開されたばかりであったため、最新のコスト比較が可能な類似案件が存在しなか
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ったが、当時既に 6 年が経過しておりやや古いデータではあったものの、1996-7 年度に無償資

金協力によって小児病院の隣接地に建設された母子保健センターの仕様及びコストを参考情報

として利用したとのことである。 

現地においては、建築工事及び電気・機械設備工事で使用された現地調達による資機材を含め、

本案件により供給された施設や設備は特段の問題なく稼働し、その機能を果たしており、コスト

縮減の手法は適切であったと考えられる。 

（4）施設／機材の使用見通しの適切度 

本案件では災害で失われた機能を回復させるための修繕・交換が中心的内容であることから、

基本設計においては新たに設置する機材の使用を想定するのではなく、被災前まで提供されてき

た機能を引き続き（再び）利用できるようにすることが前提とされている。また、本件で供与す

る電気・機械設備は同病院における電気・水・ガスの 1 次供給を担うものであり、これらを受け

てはじめて医療機器や中央方式による冷暖房、給湯等の利用が可能となる。現地視察では、実際

にこれらの電気・機械設備が病院機能の根幹となる重要設備として使用されていることが確認さ

れた。また、同小児病院への聴き取り調査及び文書で得た回答においても、供与された設備は、

当初の予定通りに活用されていると述べられている。 

一部の機械設備は、復旧目的としてではなく新たに設置された。例えば、救急部 3 室（医師室、

ナースステーション、待合室）及び放射線部 3 室（コントロール室、暗室、スタッフ室）のため

にパッケージ型エアコンが供与された。また、手術室、新生児集中治療室及び集中治療室に設置

された高性能フィルターも被災機器の部品ではないが、院内感染防止のために併せて供与された。 

現地視察では、これらのエアコンが実際に使用されていることが確認された。高性能フィルタ

ーについては、調査団が現物を確認することはできなかったが、同小児病院の担当者によると手

術室や新生児集中治療室等において引き続き利用されている。院内感染防止の発生件数など具体

的な数字は不明であったが、これらの部屋を清潔空間として保つために十分に役立っていると医

師にも認識されている。 

（5）不必要な施設／機材の有無 

同小児病院からの聴き取り調査及び文書回答によると、本案件において不要とされる資機材は

無い。 

（6）結論 

以上の通り、調達された施設／機材にかかる（1）機能・性能の適切性、（2）活用・維持管理

上の適切性、（3）費用効率性、（4）使用見通しの適切度、さらに（5）不必要な施設／機材の有

無の各観点からの分析を踏まえると、施設／機材の適切性・効率性は総じて高いと判断できる。

なお、費用効率性についても、他案件との比較を通じた検討は困難だが、支援内容を見る限りは

無駄な設備等もなく、効率性が確保されているものと判断した。全般的評価はA とする。 
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3.1.3 効果の発現状況 

全般的評価：A 

詳細評価： 

（1）想定された効果の発現状況 

基本設計調査において想定された本案件の直接効果は以下の 3 点である。 

1）機能の回復 

2）安全性の回復 

3）再被災の防止 

1）機能回復 

基本設計調査においては、機能回復の内容を以下の通り示している。 

①被災により停止あるいは機能低下した電気・機械設備が被災前の機能を回復する 

②①の結果、電気・水・ガスの供給を受けて稼働している医療機器の機能、吸引・圧縮空気

の供給機能が回復する 

③非常用発電機により停電時に重要施設への電気供給が可能となり、また、冷暖房、給湯、

滅菌処理などの機能が回復する 

④手術室床の貼り替えや空調機高性能フィルターの交換により、手術室、集中治療室、乳児

集中治療室等の清潔区域の清浄度が回復し、院内感染防止機能が回復する 

①については、表 3.2 に示すように、被災設備の復旧を目的として供与された設備は現在でも

ほぼ全てが正常に稼動している。小児病院の担当技術者によると、それらは本案件により被災前

の機能を回復し、現在でも問題なく機能は維持されている。小児病院からの文書による回答にお

いても、本案件の実施により病院機能は良好に回復した（Good recovery）と述べられている。 

②についても①に伴って回復しており、主に医療機器の使用場面において、供給された電気、

水、圧縮空気などを利用する医師へのインタビューからも、本案件実施後に機能が回復しており

満足している旨のコメントが述べられている。 

また、③についても、豪雨により完全に水没した発電機及び発電補機類は交換が行われ、新た

に確保された地下 1 階の電気室に設置されている。現在でも停電時に自動起動するシステムとし

て稼動している。 

現在の稼働状況に問題がある設備として、現地視察時に小児病院側から特に指摘があったのは、

唯一、小児病院地下 1 階の医療ガス供給室に設置されている空気乾燥機（Air Dryer）であった。

担当技術者によると、現在は故障が度々発生しており、小児病院によりその都度修理対応がとら

れているものの、機器の本来の能力を十分に発揮していない。 
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施工監理を担当したコンサルタントによると、竣工時検査並びに竣工 1 年後の瑕疵検査におい

ては当該機器の不具合に関するクレームは出されておらず、本案件の実施によって機能回復が果

たされたものの、瑕疵検査後に何らかの事情で不具合が発生するようになったものと推察される。 

一方、④については、水害により被災した施設・設備の復旧には直接的には該当しないが、病

院機能の回復という観点から手術室や集中治療室における経年劣化への対応が緊急に求められ

るとの考えに基づいて協力がなされた項目である。清浄度や院内感染防止機能の回復程度を定量

的に示すデータは確認できなかったが、本案件により張り替えられた手術室の床については問題

なく維持されており、手術担当の医師からも満足しているとのコメントが得られた。また、配備

された高性能フィルターも現在まで引き続き利用されている。 

調査団による現場確認及び実施機関からの聴き取りに基づく、本案件の供与施設・機材の現状

を表 3.2 に示す。 
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表3.2：施設・設備の稼働状況 

目的 場所 現状／稼働状況

被災設備の復旧 電気設備 受電設備の更新 地下1階 稼働、問題なし

自家発電機設備の更新 地下1階 稼働、問題なし

自動電圧調整器（AVR）の交換 地下1階 稼働、問題なし

動力盤の新設と2次側配線工事 地下1階 稼働、問題なし

受電設備移設に伴うケーブル工事 地下1階 稼働、問題なし

新設排水ポンプ盤へのケーブル工事 地下1階 稼働、問題なし

機械設備 空調機器の修繕（被災した空調機5台、空
調監視盤、ボイラー2台）

地下1階 稼働、問題なし

空調機器の交換（冷凍機2台、ポンプ15
台、冷却塔2台、送風機4台）

地下1階、屋上 稼働、問題なし

医療ガス供給装置の修繕（吸引ポンプ2
台、空気圧縮機の交換、乾燥機）

地下1階 乾燥機は稼働してい
るが、不具合が頻
発。その他は稼働、
問題なし

衛生用機器の交換（給湯ポンプ2台） 地下1階 稼働、問題なし

将来の水害対策 建築 小児病院周囲雨水排水設備の改善 病院周囲 問題なし

止水壁の設置 中央診療棟周囲、地下
サービスヤード周囲

問題なし

発電機室・電気室の移設 屋内駐車場部 問題なし

玄関前路盤面の切下げ 玄関 問題なし

目地材の交換 建物棟間の継ぎ手シー
リング

問題なし

西側廊下端の扉を窓に交換 西側廊下 問題なし

機械設備 既存オイルタンクの予備雨水貯留槽への転
用

地下ドライエリア部 稼働、問題なし

屋外雨水排水設備の改修 東側雨水桝への接続 稼働、問題なし

その他
建築 手術室床の張り替え【劣化への対応】 1階、2階手術室 問題なし

機械設備 救急部3室・放射線部3室へのエアコン設備
【フォローアップ協力内容の追加要請】

救急部（医師室、ナー
スステーション、待合
室）、放射線部（コン
トロール室、暗室、ス
タッフ室）

稼働、問題なし

救急部等のエアコン用高性能フィルターの
交換【院内感染防止】

手術室、新生児集中治
療室、集中治療室

稼働、問題なし

空調機器の修繕（被災外の空調機20台）
【劣化への対応】

1階、2階、屋上 稼働、問題なし

衛生用機器の交換（雨水その他用排水ポン
プ15台）【劣化への対応】

地下1階、1階 稼働、問題なし

インプット

 
出所：小児病院への現地視察及び聴き取りより調査団作成（2009 年 1 月現在） 
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電気室と受電設備 発電機室 自家発電機 

自動電圧調整器(AVR) 吸引ポンプ 空気圧縮機 

空気乾燥機 雨水排水ポンプ 止水壁 

止水壁 玄関前路面盤の切り下げと 
雨水排水設備 

病院周辺の雨水排水設備 

 

2）安全性回復 

基本設計調査では、安全性回復の内容を「漏電による感電や発熱による火災、稼働中の医療機

器（人工呼吸器、保育器等）の停止といった人身事故等の重大な二次災害の発生が防止される」

こととしている。現地調査の結果、漏電による感電や発熱による火災はこれまで発生しておらず、

本案件により復旧した電気、空調、医療ガスなどの供給システムは、PIMS 及び小児病院の責に
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帰さない理由による突然の停電などの場合を除いては安定的に稼働している。また、停電時にお

いても、発電機設備が稼働できるようメンテナンスが定期的に行われており、稼働中の医療機器

の停止といったリスクはかなりの程度低減されたことが推察される。また、同小児病院に勤務す

る医師をはじめとする関係者からの聴き取りによると、非常用発電機が供給されたことによって

突発的な停電の発生時への対応が可能となったことをはじめとして、本案件は同病院における医

療サービスの安全性に肯定的な影響を及ぼしていることが広く認識されていると判断される。 

3）再被災防止 

再被災防止の効果の内容は、「水害対策により、被災時と同程度（3 時間 400mm、1 時間最多

180mm、8 時間 620mm）の集中豪雨に際しても施設・設備機器の再被災が防止される」ことと

されている。 

小児病院関係者からの聴き取りによると、本案件による協力の対象となった 2001 年 7 月の被

災以降、それに匹敵するレベルの大雨は発生していない。パキスタン気象庁による月別降雨デー

タを見ても、イスラマバードにおける 2001 年 7 月の降雨量 647.0 mm を上回る降雨を記録して

いる月は現在までない（表 3.3）。しかし、例えば 2006 年の雨期（7-8 月）など全体として見れ

ば大量の降雨があった時期もある。その中で、本案件の完了以降に病院建物への雨水の浸入など

の状況は発生しておらず、病院関係者も再被災防止の効果は得られたものと認識している。 

小児病院によると排水における問題としてCDA（Capital Development Authority: 首都開発局）

の本管への末端排水部分に詰まりが発生する場合があるとしている。但し、この部分はPIMS 東

側の敷地外に位置しており、本案件ではパキスタン側による工事分担部分（PIMS 境界から先の

雨水配水管埋設工事）であった。したがって、この問題は日本側が建築・敷設した設備部分に由

来するものではないが、仮に 2001 年 7 月と同等レベルかそれ以上の集中豪雨が将来発生した場

合には、小児病院における本件協力の再被災防止効果を減じてしまう可能性もある。小児病院に

とって現状ではさほど大きな問題となっていないとはいえ、実施機関がパキスタン側の関係当局

（CDA）と協力し、日頃から適切な維持管理その他の必要な手段を講じることが重要であると

考えられる。 

表3.3：イスラマバードの月次降雨量 

（単位：mm）

年度 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計

2001-2 647.0 207.0 44.0 33.0 7.0 2.0 7.0 38.0 32.0 6.0 12.0 155.0 1190.0
2002-3 109.0 350.0 157.0 38.0 tr. 26.5 42.0 173.0 110.0 19.0 15.0 63.0 1102.5
2003-4 266.5 260.5 217.0 tr. 21.0 54.0 146.8 48.0 tr. 78.0 40.0 130.0 1261.8
2004-5 128.5 313.0 16.0 76.0 22.0 28.0 97.0 213.0 87.0 13.0 33.0 16.0 1042.5
2005-6 181.0 211.0 86.0 36.0 6.0 0.0 17.0 27.0 61.0 19.0 76.0 126.0 846.0

2006-7 504.0 418.0 138.6 36.5 12.3 133.0 0.8 125.5 186.0 27.0 83.0 135.0 1799.7  
注 1：tr.: trace only 

注 2：基本設計調査報告書では、パキスタン気象庁データより被害当日（2001 年 7 月 23 日）の 8 時間のみの降雨

量が 620 mm、2001 年 7 月月次では 1,026 mm とされており、上表の数値と大きく異なっているが、これは

観測地点の相違等によるものと推測される。 
出所：Pakistan Meteorological Department 
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（2）機能回復、安全性回復、再被災防止に対する関係者の満足度 

既述の通り、小児病院の関係者は本案件が目的としていた病院機能の回復、安全性の回復、再

被災の防止の効果に対して概して高い満足を示している。 

調査団が現地訪問時において小児病院から得た文書回答では、被災前と比較して病院機能は

「良好に回復した」（Good recovery）、安全性対策については「全般的に満足している」（overall 

satisfied）、また再被災防止対策については「降雨への耐久度が非常に向上した」（Tolerance to rain 

is substantially enhanced.）とされている。 

現地調査における 2 名の医師へのインタビューからも、特に機能回復の観点から、同様の回答

が得られている。新生児担当の医師の認識では、彼の業務にとっては豪雨のダメージは間接的な

ものであったが、電気と空調の復旧には総じて満足しているとしている。また、被災後復旧の手

当てが成されるまでの間も引き続き多数の患者が来院してきており業務の継続は可能であった

が、もしも本案件が実施されなかったならば提供

できる医療サービスの品質は低下していたので

はないかと述べている。一方、被災当時手術室に

勤務していた小児外科医の話によると、「復旧ま

での間は非常に大きな制約の下での業務が強い

られた。例えば、人工呼吸器は小児病院では必須

の機器であるが、その稼働のためには空調システ

ムが回復することが不可欠である。したがって、

日本の支援によって被害からの回復が成された

ことについては満足している」と述べている。 

（3）効果発現の促進・阻害要因 

本案件による効果発現を促進した要因として、以下の 2 点が挙げられる。 

第一に、本案件のプロジェクト目標が、基本的に被災からの病院機能の回復に限定されたこと

がある。被災後に派遣されたフォローアップ調査団が小児病院の被災状況を確認した上で、特に

緊急処置が必要とされる事項をフォローアップ協力の対象とし、それ以外の復旧については対応

に時間・費用を要することから本格復旧計画とすることで本案件が整理された。その後、フォロ

ーアップ協力事業に続いてパキスタン政府から提出された本無償資金協力案件の要請において

は、医療機材やコンピューターネットワークの交換・導入に関する要請も含まれていた。しかし

ながら日本側としては、医療機材の経年劣化やコンピューターネットワーク導入の意義は認めな

がらも、本案件の目的である水害復旧と合致しないために両者を本案件には含めなかった。また、

電気機器や機械の修正・更新についても、経年劣化への対応として行うことは原則的に除外する

こととした11。 

                                                 
11 国際協力事業団「パキスタン・イスラム共和国 イスラマバード小児病院復旧計画 基本設計調査

報告書」2003 年 3 月 

小児病院医師へのインタビュー 
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また、本案件の実施中に新たな無償資金協力事業として小児病院の増築・改修を行う「イスラ

マバード小児病院改善計画」の基本設計調査が開始され、2005 年度案件として同無償資金協力

が実施されているが、日本側関係者へのインタビューによると、本案件に対するパキスタン側か

らの当初の要請においてはこの案件の内容も含まれていた。これに対しても、日本側では両者の

目的及び緊急度が異なることを鑑みて、本案件の範囲を災害復旧を目的とする内容に限定するこ

とにした。本案件と「改善計画」にかかる基本設計や詳細設計、並びに事業実施上の時間や資金

といったコスト面での効率性という点からは、両者を一体的に実施する方が効率的であった可能

性はある。その一方で、プロジェクト目標が「災害復旧」としてシンプル化されることによって、

被災により機能が停止・低下した既存の電気・機械設備の修繕や更新を行うことが案件内容の中

心となり、効果発現を阻害しかねない複雑性が排除されたものと考えられる。 

第二に、上記の通り本案件では既存の電気・機械設備の復旧が第一義的な内容であったが、修

繕や更新されるこれらの設備の復旧内容は、被災前と同程度の規模、仕様とすることが基本設計

時の設計方針とされた。基本設計コンサルタントへのインタビューによると、この背景には小児

病院建設時に導入された設備について、それまで 20 年余り継続してきた維持管理方法を現場で

そのまま適用できることが重視されたものであった。実際に、小児病院の技術者は予算の制約が

ありながらも現場レベルで比較的良好にメンテナンスを行ってきていることから、既に技術者が

扱い慣れている設備が導入されたことは、機能回復効果の発現を促進する役割を果たしたものと

考えられる。 

（4）基本設計調査報告書において想定されている効果及び計画実施前の関連着目指標の内容の

適切度 

機能回復にかかる成果指標としては、まず「機能が停止もしくは低下した電気・機械設備が被

災前の機能に回復する」ことが挙げられており、その回復内容として、それらの設備（非常用発

電機、ボイラー、冷凍機、ポンプ、空調機）の電圧や蒸気圧、水量と風力等の出力が設計数値に

戻ることとされている。また、非常用発電機の発電出力については隣接する母子保健センターの

発電機の出力に合わせて、設計値の 400KVA ではなく 500KVA に改善することとされている。

その他の指標として、「（設備の機能回復の結果として）電気・水・ガスの供給を受けて稼働して

いる医療機器の機能、吸引・圧縮空気の供給機能が回復する」、「非常用発電機により停電時に重

要施設への電気供給が可能となり、また、冷暖房、給湯、滅菌処理などの機能が回復する」、「手

術室床の貼り替えや空調機高性能フィルターの交換により、手術室、集中治療室、乳児集中治療

室等の清潔区域の清浄度が回復し、院内感染防止機能が回復する」が基本設計調査報告書に記述

されている。現場での状況確認や関係者の満足度からそれぞれの指標に関する成果は総じて達成

されており、その結果として小児病院の機能回復が達成されたと判断できることから、これらの

成果指標は概ね妥当であると考えられる。 

安全性の回復に関して期待される効果及び成果指標として、基本設計調査報告書では「漏電に

よる感電や発熱による火災、稼働中の医療機器（人口呼吸器、保育器等）の停止といった人身事

故等の重大な二次災害の発生が防止される」が挙げられている。被災後病院により行われた仮復
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旧状態においてはバックアップ電源が確保されていないなど、安全面からも大きな制約があった

ことが推測される状況下で、（1）において述べた通り、成果指標の達成は安全性回復につながっ

たと考えられることから、成果指標の内容は概ね妥当であったと判断される。但し、本効果の内

容は予防的事象を対象としており、計測可能なベースラインデータや目標値も設定されていない

ことから、本評価においては基本的に関係者からの聴き取りによる定性的評価に依拠せざるを得

なかった。 

再被災の防止に関して期待される効果及び成果指標としては、「止水壁や小児病院周辺の雨水

排水設備の改善、玄関前路盤レベルの切り下げ、電気室・発電機室の移設といった水害対策によ

り、被災時と同程度、三時間 400 mm、一時間最多 180 mm、8 時間 620 mm の集中豪雨でも施設・

設備機器の再被災が防止される」が挙げられている。PIMS 構内において小児病院の敷地は周囲

より低いことから小児病院の立地は大雨に対してより脆弱な状況にあった。その中で、これまで

設置されていなかった止水壁や雨水排水設備の改善等の水害対策を施した後には大雨発生時に

も小児病院建物への浸水などの状況は生じていない。したがって、成果指標に定めた水害対策に

よって大雨に対する耐性が増し、再被災リスクが低減されているものと考えられることから、成

果指標の内容は概ね妥当であったと判断される。但し、同時に成果指標の中に示されている 2001

年の被災時と同程度の集中豪雨に対する被災防止効果については、本案件実施後にはそうした事

態が発生しておらず、また計測可能な代替的指標及びその目標値等が設定されていないため、十

分な適切性の検証は困難である。 

（5）結論 

以上をまとめると、（1）想定された効果の発現状況、（2）機能回復、安全性回復、再被災防止

に対する関係者の満足度、（3）効果発現の促進・阻害要因、（4）基本設計調査報告書において想

定されている効果及び計画実施前の関連着目指標の内容の適切度の各観点から判断すると、本案

件は総じて高い効果が発現している。したがって、効果の発現状況に関する全般的評価は A と

する。なお、本案件で想定された効果の中に含まれている予防的効果については、効果の発現を

実証的に確認することは困難な場合が多いため、本評価では主に施設・機材等の稼動状況と関係

者の満足度に依拠して判断を行ったが、基本設計調査段階から代替的指標とそのベースライン値、

目標値等の設定がなされていたならば、その評価判断により高い信頼性を付加することが可能と

なったものと考えられる。 
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3.1.4 インパクトの状況 

全般的評価：B 

詳細評価： 

（1）予期された上位目標や関連指標への影響 

本案件の基本設計調査報告書には上位目標が明記されていない。間接効果として、以下が記述

されている。 

 

1）病院環境の回復 

小児病院の機能回復により、外来・入院患者に対して現在与えている冷房・暖房、給湯サー

ビスの不在といった精神的、肉体的負担がなくなる。病院職員にとっては職場環境が回復さ

れ、仕事の効率が回復される。 

2）PIMS 全体の医療サービス・教育機能の回復 

PIMS の医療サービス施設の 1 つである小児病院の機能回復により、医療総合施設である

PIMS 全体の医療サービス・教育機能が回復され、地域・周辺住民の便宜に寄与する。 

 

基本設計調査を担当したコンサルタントへのインタビューによると、水害により機能が低下し

た病院を被災前の状態に回復することを目的とする本案件は、上位計画に基づき実施される一般

の開発案件とは趣を異にしていることから、日本が企図した上位目標としてではなく、同病院が

本来の機能を取り戻した際の間接効果として記述したとのことであった。外務省の関係課へのイ

ンタビューでも上記は明確な上位目標として規定されたものではないとしているが、プロジェク

ト目標の達成により想定された肯定的影響としては妥当であると考えられている。したがって、

本項目の評価判断においては上述のような本案件の性格を考慮した上で、上に掲げた基本設計調

査における記述を踏まえつつ、以下の各項目を指標として本案件のインパクトを見る。 

 

小児病院付属外来棟（待合室） 

 

小児病院中央診療棟（診察室前） 
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イ．病院関係者の業務効率の回復及び患者の精神的・肉体的負担の軽減 

本案件が小児病院職員の業務効率の回復や、患者の精神的・肉体的な負担の軽減をもたらした

ことを示す定量的データはない。但し、被災当時より勤務していた医師へのインタビューからは、

もしも復旧がなされなければ病院が提供する医療サービスの質は現在よりも低いままであった

との見方が示されており、病院が提供する医療サービスの質が本案件により向上したことは、医

師や看護師をはじめとする医療スタッフの業務効率の改善（回復）に寄与したものと考えられる。

また、別の医師によると、公立病院に勤務する医師の中には同時に民間病院で勤務する者も多く、

相対的に設備や業務環境の整った民間病院との比較から、同小児病院において空調や電気など身

の回りの基本的システムが回復しないままでは、同病院に見切りをつける医師が多数出てくるこ

とも予想された。したがって、本案件により復旧がなされたことは、そうした医師達を同小児病

院に「引き止める」役割を果たした面もあると述べていた。これまで勤務してきていた医師を継

続的に確保することは、小児病院全体の業務運営効率に対しても一定の肯定的影響があったもの

と推測される。 

一方、外来・入院患者の精神的・肉体的負担の軽減に関しては、調査団がインタビューした患

者とその家族の中には復旧前に小児病院を利用した経験をもつ者はなく、本案件が及ぼした具体

的な変化を示すことはできない。但し、例えば夏季にあたる 5-6 月には平均最高気温が摂氏 40

度近くまで達するイスラマバードにおいて、特に深刻な症状などの状況にある小児患者にとって

は、空調システムの復旧前と復旧後では肉体的な負担程度も異なっていたものと推測することは

可能である。 

ロ．イスラマバード小児病院の患者数の推移 

表 3.4 に、水害発生前から最近までの小児病院の外来診察患者、入院患者、救急患者の月次人

数の推移を示した。豪雨災害が発生した 2001 年 7 月にはそれぞれの患者数が大きく落ち込み、

その後半年程度は入院患者の他の施設への移転を余儀なくされるなど、被災の影響が及んだこと

が示されている。その後、小児病院により仮復旧が行われるとともに、日本のフォローアップ協

力が実施された 2002 年から 2003 年にかけて患者数は回復、増加した。本案件の施設建設が実施

された 2004 年から 2005 年にかけて患者数は全般的に伸び悩んだが、2006 年には再び大幅に増

加している。その結果、2001 年と 2007 年を比較すると、外来診察患者数は 1.4 倍、入院患者数

は 1.9 倍、救急患者は 2.3 倍に増加した。 

本案件の実施がこのような患者数の増加にどの程度貢献したのかを明確に示すことは困難で

ある。本小児病院の患者数が長期的に増加傾向にある要因としては、人口が増加する一方で本病

院以外にはイスラマバードにとどまらず周辺地域も含めて公的な小児専門医療施設が存在しな

いことや、道路網の整備が進んだことにより周辺地域から患者が来院することが相対的に容易に

なってきたこと、国民の経済状況がある程度改善され親が子に医療を与える機会が増加したこと

などが考えられる12。また、調査団による現地調査における小児病院医師へのインタビューにお

                                                 
12 国際協力機構「パキスタン・イスラム共和国 イスラマバード小児病院改善計画 基本設計調査報
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いても、普段から小児病院に来る患者は非常に多数で「あふれて」いるため、災害による機能低

下に伴って一部の人々が来院しなくなるとしても、医師が対応する患者の数にはあまり影響しな

いとのコメントもあった。しかしながら、多数の電気・機械設備が使用不能のまま、本案件によ

る電力、ガス、空調システムの本復旧が行われていなかったことを仮定した場合、暫定状態で稼

働している機器の突発的な故障・事故等により診療・治療サービスの範囲・時間を制限するよう

な事態に直面した可能性もあり、被災後に同病院が患者に対して総じて安定的な対応を行い得て

いることに対しては、本案件により安定的なシステム回復が成されたことも少なからず寄与して

いるものと考えられる。 

表3.4：イスラマバード小児病院の患者数の推移 
（単位：人、%）

年 部 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 対前年比

2000 入院 837 824 843 855 892 783 834 812 816 822 773 554 9,645 2.0%

外来 7,758 8,040 7,733 8,855 7,560 7,974 7,880 7,971 4,364 8,010 8,400 4,144 88,689 -10.1%

救急 2,520 2,717 2,691 3,275 3,294 3,206 2,829 2,933 1,914 3,500 3,927 2,942 35,748 20.7%

2001 入院 731 719 652 806 794 740 663 494 468 594 592 587 7,840 -18.7%

外来 5,495 4,724 3,957 4,342 4,049 4,963 5,903 7,859 9,085 9,452 6,545 6,432 72,806 -17.9%

救急 2,466 2,757 2,921 3,768 3,252 2,442 1,757 2,697 2,292 2,513 2,145 2,876 31,886 -10.8%

2002 入院 794 552 711 816 798 868 877 815 700 778 693 1,071 9,473 20.8%

外来 8,959 8,824 9,933 9,739 7,212 7,851 8,814 7,480 7,825 7,468 9,033 8,757 101,895 40.0%

救急 2,942 3,025 2,895 2,845 2,903 2,821 2,315 2,125 2,234 2,119 2,113 3,374 31,711 -0.5%

2003 入院 1,087 678 850 847 1,010 950 932 904 833 907 689 965 10,652 12.4%

外来 12,247 6,394 10,464 11,972 13,247 10,493 10,227 10,240 11,190 11,849 7,021 10,062 125,406 23.1%

救急 4,174 2,787 3,480 3,758 4,474 3,984 3,228 3,843 3,312 3,584 3,340 4,023 43,987 38.7%

2004 入院 1,103 928 882 1,060 896 787 973 971 893 808 779 917 10,997 3.2%

外来 9,302 7,493 10,717 10,313 10,457 10,793 11,125 11,300 11,468 10,649 8,098 11,999 123,714 -1.3%

救急 3,023 3,628 3,850 3,580 4,363 3,380 3,553 3,803 3,591 3,328 3,788 4,135 44,022 0.1%

2005 入院 841 688 829 827 885 892 890 925 893 1,113 553 813 10,149 -7.7%

外来 9,419 7,769 11,395 11,098 10,131 9,953 12,869 13,283 12,761 2,350 4,935 10,483 116,446 -5.9%

救急 4,127 3,769 3,689 3,922 5,182 4,811 4,596 4,469 3,876 4,565 5,154 5,017 53,177 20.8%

2006 入院 924 912 953 921 1,020 916 952 1,036 919 822 888 914 11,177 10.1%

外来 10,503 11,197 13,525 15,001 13,512 1,291 12,243 13,276 13,860 10,292 12,827 11,267 138,794 19.2%

救急 4,815 4,416 4,637 5,395 5,939 4,845 5,030 5,297 4,961 5,801 6,043 6,941 64,120 20.6%

2007 入院 1,052 801 923 1,010 1,009 978 915 934 825 818 877 910 11,052 -1.1%

外来 12,342 11,426 12,911 13,724 14,069 13,327 11,111 11,521 10,345 9,460 9,386 7,931 137,553 -0.9%

救急 6,615 5,152 5,473 6,618 7,226 5,988 4,985 6,441 5,363 5,983 6,187 7,010 73,041 13.9%  
出所：イスラマバード小児病院 

 

ハ．新生児、乳児、5 歳未満幼児の死亡率の推移 

表 3.5 では、パキスタン及び周辺諸国における出生 1000 当りの新生児死亡率、乳児死亡率、5

才未満児死亡率の推移を示している。パキスタンにおけるこれらの指標は改善してきているが、

周辺諸国と比較してそのスピードは遅い。1990 年にはパキスタンよりも劣位か同レベルにあっ

た周辺国も見受けられたが、現在では全ての指標でパキスタンの死亡率が最も高い。 

一方、調査団が現地において入手した PIMS の患者を対象としたデータによると、PIMS では

パキスタン全体と比較して非常に低い死亡率の水準を達成している。このデータに対して本案件

の実施が及ぼした影響を測ることはできないが、全国レベルでの小児医療システム、特に 1 次・

                                                                                                                                               
告書」2005 年 3 月 
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2 次レベルの医療施設の整備の立ち遅れが著しいパキスタンにおいて、PIMS 並びに小児病院の

果たす先導的役割とその重要性が示唆される。その意味において、パキスタン全国レベルでの指

標改善への貢献度は必ずしも大きいとは言い切れないものの、本案件が小児病院の通常機能を回

復させたことによって、PIMS の利用者が主に居住するイスラマバード及びその周辺地域におけ

る小児保健水準の改善を先導する役割を PIMS が引き続き担うことを可能にしたと言える。 

表3.5：近隣諸国及びPIMSにおける死亡率 

2000年 2004年 1990年 2000年 2006年 1990年 2000年 2006年

PIMS* n.a 36 n.a n.a 36 n.a n.a 30
パキスタン 57 53 100 85 78 130 108 97
インド 43 39 82 66 57 115 89 76
スリランカ 11 8 26 16 11 32 19 13
バングラディシュ 36 36 100 66 52 149 92 69
ネパール 40 32 99 64 46 142 86 59
ブータン 38 30 107 77 63 166 100 70

出生1000 当り
新生児死亡率

出生1000 当り
乳児死亡率

出生1000 当り
5 才未満児死亡率国名

 
注：PIMS のデータは現地調査（2009 年 1 月）で入手した最新値。 
出所：イスラマバード小児病院、WHO. World Health Statistics 2008、 WHO. Neonatal and Perinatal Mortality (2006). 

 

（2）予期しなかった肯定的・否定的な影響 

本案件の実施により予期しなかった影響の発生については、特に確認されなかった。 

（3）結論 

以上より、（1）予期された上位目標や関連指標への影響、（2）予期しなかった肯定的・否定的

な影響の 2 点から検討した結果、関連指標に対して全体としては本案件の実施による肯定的な影

響が認められる。但し、本案件は被災前の状態への復旧を目的とした案件であったため上位目標

が明確に設定されていないことから関連指標による検証を行わざるを得ないものの、同病院の利

用者数の増加や、より広域レベルでの小児医療の保健指標の改善という点からは、本案件実施に

よるインパクトが十分に大きいとは結論付けることができない。したがって、全般的評価は B

とした。 

 

3.1.5 自立発展性 

全般的評価：B 

詳細評価： 

（1）イスラマバード小児病院の組織・人員体制 

本案件で供与・建設された設備や施設を維持管理するための小児病院の組織・人員は十分であ

ると判断される。本案件によって修繕・更新された設備等の維持管理は、基本的に被災以前と同
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様の維持管理体制で行われている。 

現在、同小児病院には幹部・医師が 80 名、看護師が 127 名、技術スタッフが 80 名、サポート

スタッフが 303 名勤務しており、合計職員数は 590 名である。1980 年代の同病院設立直後から

勤務する電気技師によると、2001 年の被災前より勤務する技術スタッフもまだ多数いる。日本

による建設協力時に供与された設備や機材の扱いについては慣れていることから、現場レベルで

の設備の日常のメンテナンスは現在の体制とスタッフによって問題なく行われており、今後も引

き続き対処されることが見込まれる。また、建築技師によると、本案件によって設置された病院

周囲の雨水排水設備や止水壁等の構築物のメンテナンスを行う体制も十分整えられており、実際

に調査団の視察時にもそれらの排水設備は適切に維持されていた。 

（2）小児病院に対する予算配分 

小児病院の予算は PIMS より比較的安定的に配分がなされている。表 3.6 に示す通り、PIMS

全体の予算に占める小児病院予算の割合は過去 10 年間、大体 20％前後で推移しており、2008/9

年度は 19.8％となっている。 

表3.6：PIMS及びイスラマバード小児病院の予算推移 

（単位：百万ルピー）

年度 
1999/
2000

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

PIMS 予算 321.5 326.6 400.9 383.6 400.5 486.0 677.2 900.2 965.9 1071.7

小児病院予算 67.9 71.3 69.8 74.4 96.9 102.1 133.1 177.9 157.1 211.8

対PIMS 比 21.1% 21.9% 17.4% 19.4% 24.2% 21.0% 19.7% 19.8% 16.3% 19.8%  
出所：イスラマバード小児病院 
 

連邦政府直轄機関である PIMS に対しては、保健省予算から配分がなされており、毎年度の

PIMS の予算は保健省予算の 7-8％を占めている。また、PIMS では、有料ベッド等による自己収

入を運営費の一部に充てており、2000/2001 年度には自己収入が PIMS 予算の 16.0％を占めてい

た13。 

PIMS は中核施設である総合病院（イスラマバード病院）の他、母子保健センターや本案件の

対象であるイスラマバード小児病院、教育施設として医科大学院や看護大学、医科技術大学等を

擁するパキスタンを代表する総合医療施設であり、同国における専門医療サービスの提供を牽引

する役割を負った機関として、連邦政府から経常的な財政支援を安定的に受けている。また、最

近では同敷地内に新たに 500 床のベッドと泌尿器学や分子生物学、肝細胞分野の研究施設等を備

えたメディカルタワーの建設を進めるなど、機能強化のための施設拡充にも積極的である。 

（3）当初計画における事業の自立発展性に関する検討 

上記の通り、本案件によって復旧された施設・設備の維持管理を行う人員・組織体制は整備さ

                                                 
13 国際協力事業団「パキスタン・イスラム共和国 イスラマバード小児病院復旧計画 基本設計調査

報告書」2003 年 3 月 
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れており、日常的なメンテナンスの実施に大きな支障はない。他方、以下のような問題が認めら

れる。基本設計調査報告書では、パキスタン側が取り組むべき課題として、1980 年代の小児病

院建設時に供与された設備・機器の経年劣化が進む中で、本案件の対象とならない病院内の各部

屋における空調・照明機器等に関する中長期的な修繕計画を立てた上で、必要な予算措置が講じ

られる必要があると指摘している。実際に現地視察においても、病院設立当初から使用されてい

る設備・機器の老朽化が進んでいることが確認された。それらの設備や機器は本案件の対象外で

あるが、仮にその機能が大きく低下した状態が続いた場合には、結果的に本案件で復旧した設備

により供給される電気・空調システムなどのサービスがユーザーである病院職員や患者に対して

十分な便益をもたらさないことにもなりかねない。 

もちろん、日本が小児病院建設の無償資金協力において供与した設備・機材のその後の維持管

理についてはパキスタン側の責任事項として合意されており、本案件においても人道的観点及び

緊急性から被災した機能の復旧を支援範囲としたことは妥当性があったと考えられる。その一方

で、本案件の基本設計調査報告書における上述の記載と同様の内容が、本案件の完了後に実施さ

れた「イスラマバード小児病院改善計画」の基本設計調査報告書においても提示されている。現

地の日本側関係者へのインタビューや関連資料によると、日本はこれまでPIMS 及び小児病院に

対して様々な形で協力を行ってきた過程において、同様の問題認識から先方機関に対して度々確

認や申し入れを行ってきており、本来パキスタン側の責任に帰する問題ではありながらも、その

改善のための努力を重ねてきたと言える。しかしながら、本案件の高い効果を継続するためにも、

小児病院の機能を全体的に捉えた場合の自立発展性という観点からは、PIMS 及び小児病院によ

る中長期的な設備更新計画の策定強化やそのための予算措置など、一段の取組みがなされる必要

があると考えられる。但し、上記（2）で述べた通り、PIMS 及び小児病院の財政基盤は安定的

であると言えることから、このような問題は資金的リソースの制約よりもむしろ、病院側の優先

度や資金配分に由来する要素が大きいと考えられる。 

（4）結論 

以上より、（1）イスラマバード小児病院の組織・人員体制、（2）同病院の予算配分、（3）当初

計画における事業の自立発展性に関する検討の各観点から自立発展性を評価すると、本案件によ

り供与された施設や設備の日常の維持管理については今後も継続されることが見込まれるが、小

児病院の関係者（職員及び利用者）の便益という点から病院機能を全体的に捉えると、本案件に

よる援助効果が持続及び発展するためには、相手国及び実施機関側により経年劣化した設備・機

器の適切な修繕・更新が計画・実行されることが必要であると判断されることから、全般的評価

をB と判断した。 
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4.1.6 広報効果（ビジビリティー） 

全般的評価：B 

詳細評価 

（1）対象案件の日本からの「顔の見える援助」としての認知度 

イ．対象案件に関する明示（銘板等）の状況 

本案件により復旧された電気・機械設備を視察した範囲では、ODA のステッカーが付されて

いることは確認できなかった。これらの設備は主に地下 1 階や屋上など技術スタッフの業務エリ

アに設置されており、通常は患者・家族など外部利用者や小児病院の医療スタッフの目に触れる

場所にはない。また、本案件において併せて建築された将来の水害対策のための排水設備や止水

壁についても、日本の協力を示す銘板等は取り付けられていない。 

本案件の設計及び施工監理を担当したコンサルタントへのインタビューによると、本案件は建

物の電気・設備工事が主体であったことから、各機器に対してステッカーの貼り付けは実施され

なかった。また、本案件は小児病院建設無償資金協力により既に供与された施設の復旧に関する

協力であり、その協力実施を示す銘板が設置されているため、1 階玄関風除室の壁に簡易な銘板

が設置された。 

以上より、本案件による協力実施に関連した掲示としては簡易な銘板が一部で設置されている

ものの、病院利用者など一般の人々の目に容易に触れる形では掲げられていないことから、それ

による認知度の向上は限定的であると考えられる。なお、小児病院建設の無償資金協力に関する

銘板については、当時の中曽根首相の氏名が刻印された銘板が正面玄関入口脇に設置されており、

利用者の認知度も高いものと考えられる。また、本案件終了後に実施された「イスラマバード小

児病院改善計画」において建設された小児病院敷地西側の新手術棟の前にも、両国の国旗イラス

トを含む完工記念の銘板が設置されている。 

 

  

小児病院建設協力（1984年）の銘板（玄関前） 
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ロ．利用者の対象案件に対する認知度 

現地調査においてイスラマバード小児病院の利用者 8 名（外来患者 4 名、入院患者 4 名）の家

族にインタビューを行ったところ、同小児病院に対して日本が支援を行っていることを知ってい

ると回答した人が半数であった（Box 1）。但し、本案件による災害復旧の協力について認知して

いる者はいなかった。その背景として、小児専門病院であることから多くの患者と家族は同病院

を利用している年数が浅いことや、北西辺境州やカシミールなどイスラマバード市外から来る患

者も多いことから、小児病院が水害被害を受けた事実自体を知らない者も見受けられた。 

 

Box 1 イスラマバード小児病院の患者へのインタビュー 

 

イスラマバード小児病院における外来患者 4 名及び入院患者 4 名の家族に対して、来院の経緯

及び日本の支援に対する認知に関してインタビューを行った。結果は以下の通りであった。 

外来患者（放射線科）  

(1) 患者（男児、3 歳）と父親 

北西辺境州Nowshera よりバスで 3 時間かけて来院。肝臓の病気で年に 3 回程度来院。地元の

District Hospital で紹介されて小児病院にやって来た。日本が小児病院に協力していることは、病

院に来てから知った。 

(2) 患者（男児、12 歳）と父親 

父親はイスラマバード在住の公務員。下痢などの

症状により、今回初めて来院した。日本が小児病院

に協力していることは知っている。 

(3) 患者（女児、8 歳）と父親 

父親はイスラマバード在住の公務員。腹部の痛み

で 1 週間前の初診に続き、2 回目の来院。全部で 4

人の娘がいるが、そのうち一人は洪水のあった 2001

年にここで生まれた。洪水の後ほどなくのタイミングであったが、出産はMCH センター（母子

保健センター）で行われたので、小児病院の状況は知らない。小児病院の医療技術や対応には満

足している。日本の協力については知らない。 

(4) 患者（女児、7 歳）と母親 

イスラマバード在住で父親が公務員。泌尿器系の感染からくる腹痛。兄弟を含め、小児病院に

は何度も来たことがある。小児病院のサービスや医師の技術には大変満足している。2001 年当

時もイスラマバードに住んでいたが、豪雨による洪水のことは覚えていない。日本の協力につい

ても知らない。 

 

 

外来患者と父親 
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Box 1 イスラマバード小児病院の患者へのインタビュー（つづき） 

 

入院患者（外科病棟）  

(1) 患者（女児、4 歳）と母親 

交通事故により 2 日前より入院。カシミールから来た。半意識状態であったが、車で連れて来

た。District レベルでの医療施設はあるが、このレベルに対応するものはない。日本の支援につ

いては知らない。 

(2) 患者（女児、2 歳）と母親 

1 週間前にカシミールから来た。胃の状態が悪く飲み込むことができない。同じ問題で去年も

小児病院に入院した。病院のサービスの品質は高く、日本には感謝している。 

(3) 患者（女児、5 歳）と母親 

現在はラワルピンディに在住（AJK 出身）。腹部の問題。1 歳になってから問題が起こるよう

になり、今回は既に 7 日間入院している。日本の援助については知らない。 

(4) 患者（女児、2 歳）と母親 

カシミールから来た。喉の病気。地元には外科病院はなく、歯科医がこの病院のことを教えて

くれた。日本がこの病院に支援していることは知っている。 

 

 

ハ．対象案件に関する広報状況、マスコミによる報道状況 

本案件の完工に伴い、2005 年 3 月 24 日に竣工式が開催され、パキスタン側からは保健大臣及

び PIMS 総長が、日本側からは駐パキスタン日本国大使等が出席した。本案件の完了及び竣工式

の模様について、パキスタンの国内新聞に記事が掲載された。また、当日夜のテレビでも本件に

関するニュースが放映された。掲載された新聞名と記事タイトルの例は、以下の通りである。 

・“The News”紙- Rehabilitation of Children’s Hospital: PIMS marks the completion of second phase 

・“Dawn”紙 ‒ Japan to assist Pakistan in health sector 
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Box 2 本案件に関する新聞記事（The News紙） 

 
Rehabilitation of Children’s Hospital 
PIMS marks the completion of second phase 

 
ISLAMABAD: The second phase of the Rs. 711 million mega project for rehabilitation of 

Children’s Hospital, which was devastated by the flash floods of July 2001, saw completion at the 
Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) here on Thursday amidst hopes that the government of 
Japan would soon authorize the initiation of the third phase. 

Minister for Health Muhammad Nasir Khan, Japanese Ambassador Nobuaki Tanaka, Resident 
Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Nobuyuki Yamaura and Executive 
Director of PIMS Professor Syed Fazle Hadi attended the ceremony.  

Given the limited technical and financial capacity of PIMS, the damage inflicted upon the structure 
and facilities of the Children’s Hospital in 2001 was perceived as being beyond redemption. 

The government of Japan, which had originally funded the establishment of the hospital two decades 
ago, was quick to dispatch a follow-up cooperation mission, which recommended immediate 
rehabilitation and reconstruction of the facility as part of a three-phased project costing Rs. 711 million.  

The first phase of the rehabilitation project, which focused on urgent repair of electricity supply and 
installation of air-conditioning plants in the critical care areas, was completed at a cost of Rs. 30 million 
in June 2002. 

The second phase, which largely pertained to bringing about electrical and mechanical 
improvements, as well as upgrading of the drainage system and relocation of the generator room, has 
been completed this month against an expenditure of Rs. 325 million.  

The third phase, which is now likely to begin in November 2005, will be completed at a cost of Rs. 
356 million.  

Some of the major works to be executed in this phase include construction of three new operation 
theatres, renovation of the surgery area, construction of connecting corridors and ramp, and renovation 
of other existing facilities.  

Additionally, all faulty electromedical equipment in the Children’s Hospital will also be replaced and 
the existing waste disposal system repaired.  

Professor Hadi disclosed that the money for initiation of the third phase of the rehabilitation project 
is already available but will be utilized once the government of Japan gives a go-ahead signal. 

Nasir Khan identified research as an area for future cooperation with the Japanese government.  
The Japanese ambassador expressed surprise over the fact that the Children’s Hospital is catering to 

the needs of 5 million children. He said Japan, under its Country Assistance Programme, would help 
Pakistan ensure open and fair access to health care in the rural areas as well as to create linkages among 
primary and secondary healthcare services.  

All the speakers paid tributes to the dedication of the Japanese engineers, architects and builders 
executing the rehabilitation project.  

Other major Japanese government-funded projects at PIMS, which is the centerpiece of that 
country’s contribution to the health care system in Pakistan, include the School and College of Nursing, 
the College of Medical Technology, Mother and Child Health Centre, and the MCH Training Centre. 

 

- The News International, Friday, March 25, 2005 
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（2）対象案件の認知度向上に関する主な促進・阻害要因 

本案件の完工時においては、前述の通り、日本側及びパキスタン側の要人の出席を得て竣工式

が実施されるとともに、新聞・テレビでの報道を通じて本案件を知った国民も多かったものと考

えられる。他方、認知度の継続・向上という点から考えると、本案件を個別に捉えた場合にはそ

の効果は限定的であると考えられる。病院周辺に建設された止水壁を含め、本案件に関わる施

設・設備には日本のステッカーや銘板等は取り付けられておらず、また、風除室に設置された銘

板についても現地視察では残念ながら見つけることができなかった。したがって、病院利用者等

の目に容易に触れる形で本案件の実施を表すものはないと言える。このような状況は、水害被害

からの電気・機械システム復旧という本案件の支援内容の性格から、そもそも復旧の対象とした

電気・機械設備が一般の病院利用者の目に触れる場所に設置されていないこと、原初の病院建設

をはじめとして、日本の同病院への協力実績が既に豊富であったことも作用したものと推測され

る。 

実際に、小児病院の建設及び手術棟増築に関する銘板にとどまらず、日本の長年の支援を反映

して、病院内の様々な場所で、本案件以外の協力により供与された設備や医療機器等に既に日本

のマークが貼付されているのが見受けられる。また、同病院 1 階ホールに設置された金魚用の大

きな水槽には JICA の研修事業の卒業生から寄贈されたとの説明が掲げられており、ホールを通

行する人たちの目を引いている。一般の来院者にとっては、ホールや診察室、検査室など、病院

を利用する一連の過程において、日本と同小児病院との関わりの存在を知る機会も多いと考えら

れる。 

しかし、日本が病院の水害に対して復旧を行った本案件については、現地調査の結果からは病

院利用者の認知度は低く、惜しむらくは、これらの利用者がおのずから本案件を認知する手段が

（風除室に掲げられた銘板を除いて）ないことである。同病院に勤務し設備・機材を管理する技

術スタッフはもちろんのこと、特に復旧前から勤務している医療スタッフは、日本が本案件を実

施したことを知っており、後述の通り機能復旧に対する評価も高い。本案件は人道的協力の側面

があり、さらに同小児病院に対する日本による幾多の協力のうちのひとつであるとしても、日本

が実際に行った復旧協力の事実を、その実施後にもより多くのパキスタン国民が認知する可能性

を残すべく、より人の目に触れ易い位置への銘板設置や、屋外にある止水壁への銘板取り付けな

どを行うことで本案件の認知度を向上させることも可能であったものと考えられる。 

（3）結論 

以上に述べた通り、（1）日本の「顔の見える援助」としての認知度、並びに（2）認知度向上

に関する主な促進・阻害要因の両観点から判断すると、病院関係者及び政府関係者を中心として

本案件が日本からの援助であることは十分認知されているが、特に病院利用者の認知度の向上と

いう面からは本案件の広報効果が十分に高かったとはいえない。したがって、全般的評価は B

とした。 
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3.1.7 関係者による評価 

（1）被援助国政府、実施機関による評価 

パキスタン政府並びに実施機関である PIMS・小児病院からは、本案件により小児病院の復旧

がなされたことに対して非常に満足であるとのコメントを得た。特に小児病院においては、マネ

ジメントレベルのみならず、医療スタッフ並びに技術スタッフからも本案件に対する評価は高か

った。 

他方、上述の通り、現在の病院利用者への限定されたインタビューからは、小児病院に対する

日本の全般的な協力に対する知識があっても、本案件を明確に認知している者はなく、評価は得

られなかった。 

（2）対象案件による外交的効果 

本案件を単独で取り上げた場合の外交的効果を測定することは困難であるが、本案件は、2001

年 9 月 11 日の同時多発テロ事件を契機としてそれまで停止されていた我が国の対パキスタン支

援が再開されて以来、初の一般無償資金協力案件であった。テロとの戦いにおける前線国家とし

て同国が外交上極めて重要な国であるとの認識に基づき、2001 年 11 月に日本は同国に対して、

その後の 2 年間程度で 3 億ドルの無償資金協力を含む経済支援を実施することを表明した。本案

件はそうしたパキスタンの外交的重要性を日本の側から裏付け、上記の経済支援の先駆けとして

の役割を果たしたと言える。 

 

3.2 教訓と提言 

（1）教訓 

本案件の評価から得られる教訓は以下の通りである。 

・ プロジェクト目標をシンプル化したことが高い効果発現につながった。本案件が高い効果を

上げ、関係者からの満足度も高かった理由として、その基本的なプロジェクト目標が被災か

らの病院機能の回復に限定されたことがある。経年劣化した設備・機材は本案件には含まれ

ず、また、本案件後の 2005 年に別途実施された無償資金協力「イスラマバード小児病院改

善計画」の内容についても当初の本案件のパキスタン側からの要請に含まれていたが、プロ

ジェクト目標を機能復旧に絞ることとされた。この背景には、本案件が人道的支援であり可

能な限りの緊急性が求められたことや、日本としての当該年度の支援予算の制約もあったも

のと推測される。基本設計・施工監理を担当したコンサルタントによると、本案件の実施内

容自体はシンプルなものと認識されていた。これによって、効果発現を阻害しかねない複雑

性が排除されたことが高い効果発現に貢献したものと考えられる。 

・ 現場の技術者の利用容易性・継続性を考慮した設備復旧が高い効果発現につながった。本案

件の第一義的な目的は災害復旧であり、電気・機械設備の機能回復がその内容であった。復
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旧されるこれらの設備の規模、仕様は被災前と同程度とされたことによって、現場の技術者

がそれまで長年にわたり継続してきた維持管理方法をそのまま適用することが可能になり、

完工後もスムーズに電気、空調、医療ガス等のシステム供給が達成できた。 

・ 予防的効果の検証においてより信頼性を高めるためには、代替的な指標とともにそのベース

ライン値、目標値等を可能な限り設定することが有用である。本案件では想定される成果と

して、災害復旧とともに「安全性の回復」と「再被災の防止」が設定され、例えば後者につ

いての指標は、「被災時と同程度の集中豪雨でも施設・設備機器の再被災が防止されること」

とされた。本案件後に、実際には同程度の集中豪雨は発生していないことから、この指標を

用いてその後の効果を検証することは不可能である。本評価においては、この点については

関係者の満足度等から定性的な評価を行ったが、例えば降雨時の雨水排出量や排水水位を代

替指標として雨水排水設備の改善の効果を測定することが可能であったならば、被災防止効

果の検証にもより高い信頼性を付加することができたものと考えられる。 

・ 本案件のように協力対象範囲が実施機関の提供するサービス全体の一部をカバーする場合

には、自立発展性の観点からは、協力範囲に含まれない部分であっても、当該機関の全体的

な機能が確保・維持されるように実施機関により十分な取り組みが行われることが重要であ

る。本案件においては、本案件及びその後の「イスラマバード小児病院改善計画」無償資金

協力の基本設計調査報告書等において、パキスタン側が取り組むべき課題として、1980 年代

の小児病院建設時に供与された設備・機器の経年劣化が進む中で、本案件の対象とならない

病院内の各部屋における空調・照明機器等に関する修繕や早急な更新が必要であることが繰

り返し提言されており、実際に各協力の実施時には日本から先方実施機関に対して度々の申

し入れや確認が行われてきた。しかしながら、現地視察からは多くの設備・機器が修繕・更

新されないままの状態であることが窺われ、本来相手国側の責任範囲である事項について単

独の無償資金協力スキームの枠内で日本側の努力によりその後の実効性を確保することは

困難な面もある。 

・ また、本案件のように日本が継続的もしくは過去に多数の協力実績を有する実施機関への協

力を実施する場合には、その前提として、自立発展性の観点からこれまでの実施機関の責任

事項に関する取組みを十分に斟酌する必要がある。本案件の例ではパキスタン側の維持管理

体制や更新計画が不十分であることは各協力の基本設計調査報告書等で繰り返し指摘され

ている。PIMS・小児病院のようにこれまでに日本が数々の協力を行なってきている実施機

関に対して新規協力を実施する場合には、こうした問題を外部リスクとしてのみ認識するの

ではなく、それを可能な限り軽減するような取組みを日本側としてもより積極的に検討・実

施することが重要である。なお、日本が継続的に協力を実施することが実施機関側のオーナ

ーシップに与える影響についても十分な考慮が必要である。本評価の現地視察における小児

病院訪問時には、本案件の対象外であるも、先方関係者から修繕・更新されないまま放置さ

れた設備・機器に対する不満や、「イスラマバード小児病院改善計画」の協力によって本案

件後に供与された医療機材等の不具合について度々コメントがあった。前者はパキスタン側
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の責任にかかる事項であり、適切な維持管理がなされるべきものである。また後者について

は、当該関係者は納入された機材等が日本以外の外国製品ではなく日本製品であれば不具合

が生じなかったと主張しているが、これらは無償資金協力における適切な調達手続きを経て

納入され、瑕疵担保期間を満了した機材であり、前者と同様にパキスタン側の責任で対処す

べき問題である。 

・ 既に日本の協力実績があり、日本のビジビリティーが高い実施機関への協力であっても、個

別案件としての認知度を向上させるためには相当程度の努力が必要である。本案件に関して

は日本の協力により機能復旧と再被災防止対策等が採られたにも関わらず、完工後に初めて

病院を訪れた人々は、例えば止水壁が日本の協力によるものであると認識する機会が実質上

ない。本案件の協力内容の性質上、修繕・更新された設備を目にすることができるのは病院

職員の一部層に限られている。玄関風除室の壁に簡易な銘板が取り付けられているが、一般

の人々の目を引くようには掲げられていない。本案件は復旧支援とはいえ、6 億円を投じた

無償資金協力案件である。PIMS・小児病院に対する全般的な日本の支援については概ね広

く認知されているとはいえ、個別案件について相手国国民の目に触れる、もしくは継続的な

広報を行う等の特段の手段をとらなければ、認知度という点では埋没してしまう可能性があ

る。 

・ 日本が施設建設や機材供与による協力を行う際、一般的な想定範囲を超える自然災害の発生

を予め見通した対応をとることは費用効率性の観点から、また予測可能性の面からも必ずし

も容易ではないが、建設サイトや設置場所の状況や相手国側実施機関の災害対応能力等を十

分に考慮した上で案件を計画することが重要である。本案件においては、被害をもたらした

豪雨は 80 年に 1 度の雨量であったとされ、水害被害を予見することは容易ではなかったと

考えられる。その一方で、PIMS の敷地内で集中豪雨による洪水被害を受けたのは小児病院

のみであり、その基本原因は同病院の敷地レベルが周りに比べて低いことであったことが、

本案件の基本設計調査報告書や現地における関係者から指摘されている。 

（2）提言 

上記の教訓や本案件の評価結果を踏まえた、将来の案件形成、計画策定及び実施をよりよいも

のとするための提言は、以下の通りである。 

・ 災害からの復旧など緊急性が求められる案件においては、可能な限りプロジェクト目標を単

純化し、また復旧後のスムーズな活動再開のために現場のスタッフが既に馴染んでいる作業

内容や手順にできるだけ沿った設備・機材の供与を優先的に検討する。 

・ 予防的効果の発現を目的とする協力を実施する場合には、可能な限りにおいて、協力後の効

果の検証が可能な指標及びベースライン値、目標値を設定することを案件計画段階で検討す

る。但し、例えば災害に対応した復旧案件のケースでは、被災前や被災状態でのベースライ

ン値の確認や、案件実施後のモニタリングが現実に困難な場合もあると考えられることから、

それらの指標等の設定は状況に応じて柔軟に判断されるべきであろう。 
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・ 自立発展性の観点から、協力範囲に含まれなくても協力案件の効果発現のために実施機関が

全体的に機能することが不可欠である場合、特に日本がこれまで継続的もしくは多数の協力

を行ってきた実施機関に対して新規の無償資金協力案件の実施を検討する場合には、過去に

実施した案件の計画・実施時における実施機関の維持管理など責任事項への取組み結果を踏

まえつつ、場合によっては設備・機材の更新計画策定や財務管理に関する技術協力など他ス

キームによる別途協力との連携を含めて、実施機関の自立発展性確保につなげるために日本

側が取りうる手段の検討を行うことも考えられる。 

・ 既に日本の協力実績が多数ある実施機関への新規協力であっても、日本国民により当該協力

がなされた事実と内容に対する相手国民の認知度を高める手段を確保するため、個別案件に

かかる銘板等の設置を徹底する。 

・ 大規模な自然災害への予防対応として、今後日本が無償資金協力等において施設建設を行う

場合には、本案件を教訓として、対象サイトの自然条件や立地条件、機械室など施設全体へ

のサービス供給を担う中枢部門の配置場所、各室内における設備・機材の設置位置などにつ

いて十分に考慮・検討することが望ましい。 




