
事後評価調査結果要約表 

 
外部評価者：財団法人国際開発高等教育機構 

１. 案件の概要 
国名： カンボジア王国 案件名： 母子保健プロジェクト（フェーズ２）

分野： 保健医療 協力形態： 技術協力プロジェクト 
所轄部署： 人間開発部  協力金額： 約８億５千万円 

先方関係機関： 保健省国立母子保健センター
（NMCHC） 

 
 
協力期間 

（R/D）: 2000 年 1 月 14 日 
 
2000 年 4 月 1 日～2005 年 3 月 31
日 

日本側協力機関： 国立国際医療センター 

他の関連協力： 「医療アドバイザー派遣」（専門家派遣）1992-1995 
  「母子保健プロジェクト」（技協）1995-2000   
             「母子保健センター建設計画」（無償）1995 年度（完成 1997 年） 
１-１ 協力の背景と概要 
 カンボジアは、約 20 年に及ぶ内戦により基礎的な経済社会インフラは破壊され、インフラ

整備の他、保健医療など基礎サービスを提供する人材不足が緊急の課題となっている。日本政

府は他ドナーに先駆け協力が手薄な母子保健分野に支援をすることを決定し、新しい国立母子

保健センター（NMCHC）を無償資金協力で 1997 年に建設した。技術協力では 1995 年より「母

子保健プロジェクト」を実施し（5 年間）、同センターの管理運営能力、研修活動、診断・治

療水準の向上を支援した。右案件の成果は高く評価されたものの、医師の臨床診断能力や病院

運営部門は更なる強化が必要となり、また地方における母子保健サービスの改善に課題が残る

とされた。この結果、NMCHC の更なる機能強化と地域医療を含む母子保健の改善のための人

材育成強化を目的とした本案件（フェーズ 2）が 2000 年より 5 年間の期間で開始されること

となった。 
 
１－２ 協力内容 
（１）上位目標 
 カンボジア国の母子保健サービスの質が改善される 
（２）プロジェクト目標 
 地域医療を含む母子保健の改善のための人材育成が強化される 
（３）アウトプット（成果） 
１） NMCHC のトップリファラル病院としての機能がさらに強化される 
２） NMCHC の研修センターとしての機能がさらに強化される 
３） ナショナル・プログラムを実施し、関連機関との調整を通して国の政策策定を支援する

機能が強化される 
４） NMCHC、国立病院およびリファラル病院の施設・機材管理能力が向上する 

（４）投入（プロジェクト終了時） 
 日本側： 
  長期専門家派遣  15   名 機材供与  0.69      億円 
  短期専門家派遣  57   名 ローカルコスト負担 0.77         億円 

研修員受入    18   名 その他 0.14         億円   
総額  8.54 億円 

 相手国側： 
  カウンターパート配置 368  名 機材購入 不明 （数量比率 8%、コスト比率 4%）

  土地・施設提供 プロジェクト事務室、電気・水道代 ローカルコスト負担 不明 
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 ２. 評価調査団の概要 
 調査者 （担当分野：氏名、所属先、職位） 

評価分析： 藤田伸子（財）国際開発高等教育機構 国際開発研究センター 次長 
評価分析： 渡邉恵子（財）国際開発高等教育機構 国際開発研究センター 主任 
ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：Sao Botumroath, Cambodia Organization for Research and Development 

調査期間  2009 年 3 月 29 日～2009 年 4 月 10 日 
(他 1 案件の事後評価調査を含む) 

評価種類： 事後評価 

３．実績の確認 
３-１ プロジェクト目標の状況 
「地域医療を含む母子保健の改善のための人材育成が強化される」 
プロジェクトでは、母子保健人材の担い手となる助産師・看護師を中心に研修を実施すると

ともに、その研修の拠点となる NMCHC の研修機能を強化しており、プロジェクト目標を達

成する土台を築いている。研修内容についても保健省/UNFPA が実施した助産師研修に関する

調査で高い外部評価を得ている。目標値が設定されていなかったため、達成度の検証はできな

いが、プロジェクトは目標を達成に導く方向で実施されていた。 
 

３-２ 上位目標の達成状況 
「カンボジア国の母子保健サービスの質が改善される」 
 上位目標を測る指標である①医療従事者による分娩率（22%(2003)→58%(2008)）、②医療従

事者による妊婦検診率（40%(2003)→81%(2008)）、③帝王切開率（0.35%(2003)→2.0%(2008)）
について、3 つの指標とも大きな改善傾向にあり、カンボジア全体の母子保健サービスの質が

改善している傾向が見られる。ただし、プロジェクト目標同様に、目標値が設定されていなか

ったことにより、達成度は確認できず、3 つの指標が改善傾向にあることのみが確認された。

 
３-３ 終了時評価での提言の活用状況 
 プロジェクト終了までの提言は、本プロジェクト終了後に実施された 1 年間のフォローアッ

プで概ね対応されていた。長期的な提言に関しては、本プロジェクト後に派生した後継案件で

引き継がれて対応されている。 
 

 
終了時評価の提言 事後調査の結果 

1．医師・助産師研修のMPA/CPA*
カリキュラムを完成させる（保健省）

英語版（CPA）：    2005年6月に完成 
クメール語版（CPA）： 2006年1月に完成 

2．マネジメント研修を含めNMCHC
の人事戦略計画を立てる 

毎年人事計画は策定している。しかし、NMCHCに人事
採用権がないため、計画と実施との乖離がある。 

3．研修に関するデータベースを構築
する 

データベースは構築された。しかし、活用できる人材
が少なく、活用状況は十分ではなかった。 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
ま
で
の
提
言 

4．NMCHCの薬剤・機材の調達制度
を改善する 

保健省に対し調達の要請は年1回だけであるため、必要
な薬剤や機材の調達に過不足が生じ、適切に行われて
いない。しかし、診療費などを活用して賄っているの
で大きな問題にはなっていない。 

長
期
的
な

提
言

5．MPA/CPA研修を人材育成部の年
間活動計画に組み入れ実施する。ま
た、地方展開を実施し、RTC（地方
看護助産学校）における研修機能を
強化する 

MPA/CPA研修はプロジェクト終了後も実施されてい
る。しかし、RTCにおける研修機能を強化することは
まだ実施されていない。 
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6．臨床実習の場を提供する病院との
連携強化と地方医療機関の設備・機
材の整備をはかる 

地方医療機関における機材整備については、別案件「医
療機材維持管理システム普及プロジェクト」に引き継が
れ実施された。また、臨床実習の場を提供するRH病院
との連携についても別案件「地域における母子保健サー
ビス向上プロジェクト」でRHやHCとの連携強化を図っ
ている。 

7．薬剤調達時間を短縮し、適正な薬
剤調達システムを構築する 

上記４．と同様。 

8．検査技師の指導者研修を継続させ
る 

検査技師への研修は行われていない。 

9．プロジェクト実績を活用し、医療
機材管理に関する管理マネジメント
とメンテナンスサービスを地方のリ
ファラル病院に提供する 

上記６．と同様、地方に対する医療機材管理マネジメ
ントについては、別案件で実施された。 

 

10．PMTCT(HIV母子垂直感染予防)
プログラム、州保健局、保健行政区
のマネジメント能力を強化。特に
PMTCTと他のナショナル・プログラ
ムの連携を強化する 

州保健局、保健行政区のマネジメント能力強化につい
ては、「地域における母子保健サービス向上プロジェ
クト」で取り上げられている。また、NMCHCが4つの
国家プログラムの調整役として機能していることが確
認された。必要に応じ、プログラム間での連携が行わ
れている。 

*保健省は HC で提供することになっている基本サービスパッケージ（Minimum Package of Activities: MPA）と、RH で提供するこ
とになっている包括的サービスパッケージ（Comprehensive Package of Activities: CPA）との基準を策定しており、それぞれに必要
なサービスを提供できるような研修コース。 
 ４. 評価結果の概要 
４-１ 評価結果の要約 
 
（１）妥当性 
 カンボジアの開発計画である「第二次社会経済開発計画（2001-2005）」においてリプロダク

ティブ・ヘルスを含む保健分野は重点課題であり、また「保健医療セクター戦略開発計画

（2003-2007）」においては、母子保健の改善に重点が置かれている。カンボジアでは妊産婦死

亡率や乳児死亡率が近隣諸国に比べても高く、内戦による医療施設の不備や医療人材の不足が

生じており、本案件は緊急性の高いニーズに応えたものである。また、わが国の対カンボジア

援助計画や JICA 国別事業実施計画において、保健セクターの中でも母子保健への支援に重点

を置いている。さらに、本案件のターゲットグループは女性および子供であり、社会的弱者に

便益をもたらしている。以上により、本案件の目的は、カンボジアのニーズや開発戦略および

わが国の援助戦略と整合性が高く、またプロジェクトの手段も適切であったことから、プロジ

ェクトの妥当性は高い。 
 
（２）有効性 

4 つのアウトプットの実績は以下のとおりであり、プロジェクトの効果は高かったと判断さ

れ、有効性の発現が確認された。しかし、プロジェクト目標の目標値が設定されていなかった

ことにより、達成度が明示できず、また、プロジェクト目標はアウトプット 1 と 2 から引き出

されるもので、アウトプット 3 と 4 についてはプロジェクト目標ではなく直接上位目標に貢献

しており、一部のアウトプットの達成がプロジェクト目標に必ずしも貢献していないというプ

ロジェクトデザインの問題が挙げられる。 
 
表１：NMCHC の機能強化を示す主要指標（アウトプット１） 

プロジェクト終了後 指標 
NMCHC 内月平均 

実施前 
(1999) 

実施中 
(2004) 2006 2007 2008 

分娩数（件） 577 561 603 682 638 
帝王切開数（件） - 807 902 1,060 1,083 
妊婦健診数（件） 2,011 2,314 2,132 2,392 2,182 
腰椎麻酔件数（件） 494 1,203 1,330 1,540 1,531 
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アウトプット１の NMCHC のトップリファラル病院としての機能強化については、表 1

のとおり主要指標の増加が確認できた。 
人材育成にあたるアウトプット 2 については、表 2 の研修実績からも研修を実施する

NMCHC の研修システム（計画・実施・評価の研修サイクル）が確立したことが確認された。

また、実施した研修自体が外部からも高く評価されている。なお、5 年間で研修した助産師

数は全国の助産師数（約 3,000 人）に比べると小さいが、地域的には全国をカバーしている

という点は評価できる。また、研修で個々人の技能が向上したとともに、彼らの自立への自

信に繋がったことが報告されている。一方、プロジェクトは地方の助産師を講師として養成

しなかったことから、地方への効果の波及はなかった。これはプロジェクトのスコープ外で

はあるが、目標が「地域医療を含む母子保健改善」であるためには、このような活動も含ま

れていれば、より効果的であっただろう。また、プロジェクトでは助産師の卒前教育との連

携はなかった。助産師をそもそも養成する卒前教育は WHO が定める「国際標準」には達し

ておらず、助産師の全体的なレベルの向上が課題となっている。臨床機能をもつ病院

（NMCHC や地方では RH）が技術・臨床面で卒前教育との連携を持つことで、より効果的

な人材育成となったであろう。 
 
 表２： 研修実績（アウトプット 2) 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ期間内 プロジェクト終了後 
NMCHC 実施研修等 研修修了者数 

( )実施コース数 2005 2006 2007 2008 

HC 助産師研修(4 週間)  155 人 (8) 19 (1) 0 (0) 40 (2) 80 (4) 
RH 助産師研修（5 週間） 122 人 (8) 38 (1) 56 (3) 40 (2) 0 (0) 
RH 医師研修（3 ヶ月）  30 人 (6) 5 (1) 25 (2) 5 (1) 5 (1) 
講師となった助産師、看護師数 17 人 27 人 (事後評価時点での講師数) 
講師となった医師数 27 人 31 人(事後評価時点での講師数) 
地方への巡回指導県数 延べ 41 県 19 14 15 17 

 
なお、アウトプット 3 については、4 つのナショナル・プログラムの調整役として機能して

いたことを確認した。アウトプット 4 については、NMCHC 内に医療機材維持管理体制が確立

し、NMCHC の一部署ではなく国の医療機材ワークショップとして格上げもされた。しかし、

終目標としていた全国に効果を広げる事に関しては、他ドナー（GTZ）の協力で予定してい

た機材インベントリー作成が実施されなかったことにより実現できなかった。プロジェクトで

は、そのため予定になかったインベントリー作成の支援も行った。 
 
（３）効率性 
 プロジェクトの成果は出しつつ、カウンターパートは別の業務と兼務しながらプロジェクト

活動に従事していた。また、カウンターパートの能力向上のための研修は、分野により集団研

修、第三国研修、他機関の研修に参加させるなど、効率的な研修の実施に努めていた。機材投

入においても必要な数量および適格な種類の機材の投入が行われており、稼働率もいまだに

90%以上を維持していることから、その効率的な活用状況が検証されている。従って、総合的

に判断して、プロジェクトは効率的であった。また、効率性に影響を及ぼすとされた外部条件

である研修を受けた人材の離職率や薬剤・機材の供給について、NMCHC の柔軟な対応により

大きな問題にはなっておらず、効率性の阻害要因になっていない。 
 
（４）インパクト 
 政策面や技術面において、正のインパクトが複数発現している。プロジェクトがインパクト

として狙った上位目標（カンボジアの母子保健サービスの質の改善）は、上記 3-2 のとおり改
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善傾向が確認された。しかし、本プロジェクトがこれらに寄与したかどうかといった因果関係

や、寄与したとしてもその貢献度については確認できなかった。なお、負のインパクトは特に

確認されなかった。 
プロジェクトは、NMCHC 内における機能強化（治療部門の強化、研修実施体制の確立、医

療機材の管理能力の向上、ナショナル・プログラムの調整）について大きなインパクトをもた

らしている。特に、NMCHC が実施している研修は、保健省/UNFPA(2006)の助産師研修に関す

る調査により、他の同様の研修に比べ効果が高いという評価を得ており、NMCHC による研修

の信頼度を上げている。制度・政策的なインパクトとして、NMCHC の研修コースが国の認め

る研修となり（MPA/CPA コース）、国からの予算措置確保につながったことが挙げられる。ま

た、医療機材管理に関し、NMCHC 内の機材管理部が国立病院全体の医療機材管理センター

（National Workshop）となり、保健省の医療サービス部との連携が可能となった。このような

連携により、本プロジェクトが保健省医療サービス部の能力向上にも影響を及ぼすこととな

り、政策的にもインパクトを与えている。さらに、クメール語での産婦人科学会の分科会の立

上げなど予期しないインパクトの発現が見られた。なお、本プロジェクトのみのインパクトで

はないが、日本政府の長年に亘る NMCHC への協力により、NMCHC が「日本病院」として広

く市民に認知されており、二国間の友好関係を強化している。 
 
（５）自立発展性 
 プロジェクトの効果の持続は、技術、組織、財政、政策的な点で問題ないことが確認された。技

術面では、NMCHC の利用状況や研修の実績から問題がない。組織面において、現状では離職者に

対し他部署との兼務や嘱託制度を利用して対応しており、大きな問題となっていない。しかし、保

健省に人事権があり、必要な時に人材が補充できず、適材適所の配置が難しい状況である。今後定

年退職者が増加する傾向にあり、人事管理に関して早急な対応が迫られている。財政面では、

NMCHC の予算は保健省からの遅滞があるものの、毎年増加傾向にある。また診療費徴収も続いて

いるため、遅滞の場合に対応できている。特に研修に関しては、セクタープロジェクト（HSSP）
からの財政注入が期待できるところ、財政的な持続性は確保されている。 
 
４-２ プロジェクトの貢献要因 
（１）インパクト発現に貢献した要因 
 援助協調における NMCHC 関係者をはじめ、日本人専門家や JICA 関係者の積極的な貢献が

他ドナー/機関との調整および協力関係を促進させた。他ドナーからは、日本側からの技術的

な助言や情報共有が母子保健セクター全体の改善に貢献している旨高い評価を得ている。この

ような日本側の努力がプロジェクトの効果を上げた要因になっているとともに、本プロジェク

トおよび日本の母子保健分野における支援に関し、対外的な認知度を高めた。 
 
（２）自立発展性に貢献した要因 
 自立発展性を高めた要因としては、フェーズ 1 より始めている診療費徴収制度が継続しており、

保健省から配置されない清掃員などのポストや不足薬剤調達に活用しており、財政面での持続性に

貢献している。 
 
４-３ プロジェクトの阻害要因 
（１）インパクト発現を阻害した要因 
 インパクトの発現を阻害したというよりは、上位目標へのプロジェクトの貢献度を測れなく

した原因は、プロジェクト目標および上位目標が何を指しているのか明確に定義されていなか

ったこと、プロジェクト目標と上位目標の間に大きな乖離があったというプロジェクトデザイ

ンの問題が挙げられる。 
 
（２）自立発展性を阻害した要因 
 特に報告されなかった。 
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４-４ 結論 
 本プロジェクトの方向性はカンボジアの政策や現場のニーズに合致しており、NMCHC の臨床、

研修機能が強化された。組織、技術、財政、政策面から見ても、自立発展していくことが見込まれ

る。本プロジェクトではカンボジアの母子保健の人材育成を強化するために NMCHC という拠点

を確立し、研修した個々人の能力は向上した。しかし、本プロジェクトでは、面的な広がりまでに

は至っていない。 
現況でカンボジア全体の母子保健の状況は改善しているが、プロジェクトがプロジェクト期間内

で何をどこまで達成させようとしたのかといった明確な目標値が設定されなかったことから、それ

が本プロジェクトの効果によるものなのか、どの程度貢献したのかといった因果関係や貢献度につ

いては確認できなかった。しかしながら、本プロジェクトで実施した研修効果は高いものであり、

また制度的、政策的な複数の正のインパクトも発現している。本プロジェクトから得られた示唆は、

関連案件の土台となっており、本プロジェクトの効果が引き続きカンボジアの母子保健サービスの

向上に寄与していると言える。 
 
４-５ 提言 

（1）卒前教育との連携強化：助産師を養成するそもそもの段階での卒前教育は WHO が

定めた「国際標準」には達しておらず、助産師の能力向上には卒前研修を強化していくこと

が重要な課題となっている。さらに、保健省は助産師不足を解消するため、1 年間で資格が

取れる准助産師コースを開始しており、このような新卒の未経験者への研修の重要性が増し

ている。現在 NMCHC での研修ではこのような新卒者への研修は行われていない。助産師

全体の質の底上げには、卒前教育の質や新卒の未経験者の質を改善する必要がある。

NMCHC は助産師研修の国の中心機関として、NMCHC での実地教育の充実化や地方の看護

助産学校（RTC）への技術指導に取り組む一方、地方においては RTC と RH との連携強化

などを通じて、全体の助産師の質の向上を目指すことが望ましい。 
 （2）将来の研修体制のための NMCHC の役割：現状では地方における医療施設や人材が整

っていないため、研修を地方で実施することは難しいが、将来的には地方での実施が望ましい

ことが関係者間で合意されている。このような状況になった場合の NMCHC の役割は、一つ

には地方における研修講師の育成を行っていくことであり、また、現在実施機関によってばら

ばらに行われている研修内容を保健省とともに標準化し、カンボジア全体の母子保健に係る研

修の統括的な監督役となることが期待される。NMCHC は、引き続き研修機能を強化し、母子

保健の質の向上に寄与することが期待される。 
 
４-６ 教訓 
（1） PDM の要約部分の明確化および指標の的確な設定：プロジェクト目標、上位目標、ア

ウトプット（PDM の要約部分）については、何を指しているのか明確に定義していることが

必要である。それには、これらの PDM の要約について的確に表す（検証できる）指標の設定

および目標値の設定が必要である。評価の際に目標値が設定されていないと、計画との比較を

踏まえた評価が行えないだけでなく、実施中の関係者にとっても目標達成に向けた共通認識を

持つことができず、活動管理が具体的に行えない。できるだけ数値化した目標値をプロジェク

ト開始時より設定すること（必要に応じて中間評価時などで軌道修正を行うこと）が望ましく、

関係者がこれを共通認識として持つ必要がある。 
（2）プロジェクト目標と上位目標の関係を明確化する：プロジェクト目標と上位目標の因果

関係について外部条件を踏まえ明確化する必要がある。特に目標どうしに乖離がないかなどを

精査する必要がある。 
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