
 

  

終了時評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：医療機材維持管理システム普及プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAカンボジア事務所 協力金額：３億7,000万円 

先方関係機関：保健省 

日本側協力機関：NA 

協力期間：2006年１月１日 
～2008年12月31日 

他の関連協力：NA 

１－１ 協力の背景と概要 
カンボジア国（以下、「カ」国と記す）では保健分野の国家政策として、「保健セクター戦略

計画2003－2007（Health Sector Strategic Plan、現戦略は2008－2015）」を策定し、医療従事者に

対する教育とともに医療機材を含めた地方病院の改修・新設などが進められている。医療機材

の維持・運営管理はこれまでも重要懸案事項として保健省や各国ドナーに注目されていたが、

責任官庁である保健省病院サービス部は具体的な管理手法を確立していない状況であった。一

方の公共医療施設現場においては十分な医療機材がない、あるいは既存の機材の多くが古く故

障している、又は故障しやすいといった問題に直面していた。これらの問題は、医療技術者の

技術的な問題にとどまらず機材管理上の問題にも起因している。そのため機材購入計画・調

達・運用・廃棄といった各段階の医療機材管理について、病院サービス部の指導能力強化と包

括的な維持管理システムが求められていた。 
 
JICAは2000年４月から５年間「母子保健プロジェクトフェーズII」を国立母子保健センター

（National Maternal and Child Health Center：NMCHC）において実施し、活動の一環として同

センターの機材保守管理部門に対して機材保守管理技術の向上などの協力を行った。結果、同

部門の機材維持管理能力は飛躍的に向上し、他病院からも機材メンテナンスや研修依頼がなさ

れるまでに至り、「カ」国のNational Workshop（NW）/NMCHCとして各病院に医療機材関連技

術サービスを提供し、そこから得た収入は機材の維持管理費に用いるなど、センター内の機材

維持管理システムが機能するようになった。このような取り組みは「カ」国においてNMCHC
内のみだったことから、今後、保健省中央の主導により、これら成果を「カ」国内に拡大する

ことが検討された。 
 
上記を踏まえ、「カ」国政府は医療機材問題の解決のため、我が国に対し技術協力プロジェ

クトを要請した結果、医療機材の基礎的な管理活動の導入を目的とする本プロジェクト「医療

機材維持管理システム普及プロジェクト」が協力期間３年（2006年１月１日～2008年12月31

日）の予定で開始された。 
 
１－２ 協力内容 
（１）上位目標 

・国立病院とCPA３レベルの州立病院（州レベルの最高次病院）で、医療機材の基礎的な

維持管理が行われている。 
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（２）プロジェクト目標 
・保健省の指示に従い、NWの技術指導を受けながら、プロジェクトの対象となる国立病

院とCPA３レベルの州立病院に、医療機材の基礎的な維持管理活動が導入される。 
 

（３）成果 
１．医療機材管理に関する保健省病院サービス部（Hospital Service Department：HSD）

の、プロジェクト対象の国立病院とCPA３州立病院に対する行政指示が、NWの技術支

援を受けながら強化される。 
２．プロジェクト対象の国立病院とCPA３州立病院に勤務する医療機材技術者の技術が向

上する。 
３．プロジェクト対象の国立病院とCPA３州立病院に勤務する医療機材維持管理者のマネ

ージメントスキルが向上する。 
 

（４）評価時点までの投入 
＜日本側＞ 

・長期専門家：１名（チーフアドバイザー） 
・短期専門家：４分野（医療機材保守管理、医療機材保守管理研修計画・運営、医療機材

管理システム、医療機材維持管理モニタリング・評価） 
・本邦研修：４名（医療機材管理行政および医療機材保守管理に各２名） 
・機材供与：６万4,688USドル（プロジェクト用車両２台、コピー機２台、プリンター、

コンピュータ） 
・現地活動費：23万1,655.98USドル（2006年１月～2008年12月） 

＜カンボジア側＞ 
・カウンターパートの配置：保健省および国立母子医療センター 
・ローカルコスト：医療機材管理セミナー費用の負担（8,853.15USドル）、 

医療機材技術者トレーニング参加者への宿泊施設提供（１回当たり

1,300USドル相当） 
・プロジェクトオフィススペースの提供 

２．評価調査団の概要 

 担当業務 氏 名 所 属 

調査者 

団長 
医療機材管理 
 
評価分析 
 
協力計画 

鵜飼 彦行 
杉浦 陽一 
 
竹  直樹 
 
寺門 雅代 

JICAカンボジア事務所 次長 
東京女子医科大学八千代医療センター臨床工学室

室長 
㈱かいはつマネジメント・コンサルティング 
コンサルタント／エコノミスト 
JICAカンボジア事務所 職員 

調査期間：2008年８月19日～９月５日 調査区分：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 成果達成状況 
３－１－１ 医療機材管理に関するHSDの指導能力強化（成果１） 

成果１は、国立病院４カ所およびCPA３病院18カ所を対象として、NWの技術支援を得つ
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つHSDの医療機材管理に関する指導能力を強化するものである。以下に掲げる活動を中心に

HSDの行政指導能力には大きな改善が確認されたことから、成果１は達成されたと結論づけ

ることが可能である。 
（１）医療機材インベントリーの開発と定期的な情報更新  
（２）定期的なモニタリング実施と知見の活動計画へのフィードバック 
（３）HSDによる年間活動計画策定 
（４）HSB（Hospital Service Bureau：HSD病院サービス課）の四半期報告書作成 
（５）HSDとNWによるトレーニング実施 

 
３－１－２ 医療機材技術者の能力強化（成果２） 

対象病院で任命された医療機材技術者の知識・スキルを向上させることを目的とした「成

果２」は、トレーニングの実施、マニュアルの作成等を通じ、トレーニング前後に実施され

るテストの点数、医療技術者に対するモニタリング結果の向上などから判断して、達成され

たと結論づけることができる。 
 

３－１－３ 医療機材管理者の能力強化（成果３） 
「成果３」は、対象病院で任命された医療機材管理者の知識・スキルを向上させることを

目的としている。こちらについても、トレーニング前後に実施されるテストの点数、医療技

術者に対するモニタリング結果の向上などから判断して、達成されたと結論づけることがで

きる。ただし、モニタリングでまだ訪問できていない病院については、引き続き現場の状況

を確認していく必要はある。 
 

３－１－４ プロジェクト目標達成度 
プロジェクトは設定した指標を達成し、おおむね目標を達成したと結論づけることが可能

である。プロジェクトの活動の結果、すべての対象病院は年間活動計画と医療機材管理報告

書を保健省に遅滞なく提出できており、内容についてもすべての病院が目標を達成してい

る。プロジェクトが策定したガイドブックも、すべての技術者が十分に活用していることが

確認された。 
予防保守の実施状況については、予防保守の件数・修理件数等は病院によってまちまちで

あるものの、現在では、ほとんどの病院が計画どおりの予防保守を実施できている。一方、

指標は達成されているものの、対象病院における機材管理活動のパフォーマンス（例：予防

保守の数等）は、病院ごとにばらつきが存在する。 
 

３－１－５ 上位目標達成見込み 
設定された指標の達成状況から、プロジェクトは、プロジェクト目標を超えて上位目標の

達成に向けて前進していると判断できた。ただし、一部の指標の有効性などに関し、限界が

認められた。 
第一に、多くの指標は、プロジェクト活動を通じて初めて収集できるようになったもの、

もしくは定義が明確化されたものであり、過去との比較はできない（現在利用可能なデータ

は、ベースラインとして用いることは可能）。 
第二に、いくつかの指標については、その入手可能性と有効性を検討する必要があること

が認められた。 
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３－２ 評価結果 
（１）妥当性 

プロジェクトは高い妥当性を持つと結論づけることができる。 
まず、プロジェクトは保健サービスの改善を重要戦略に掲げてきた「カンボジア政府保

健戦略計画（HSP）2003－2007」の実施に貢献しており、「カ」側の政策との整合性は高

いといえる。また、日本の対「カ」国協力の基本方針にも沿っている。 
プロジェクト関係者のニーズという点では、対象病院の医療機材数が増加している中、

プロジェクトが支援している機材管理の重要性は無視できないものとなっており、本プロ

ジェクトの意義は高いといえる。病院において多くニーズが示された機材修理技術の移転

はプロジェクト範囲には含まれていないが、実現性、コスト、機材代理店の利用可能性、

プロジェクト期間などを考慮すると、この対応は妥当である。 
また、プロジェクトを通じて移転された知識・スキルについても妥当と判断された。 

 
（２）有効性 

プロジェクトの有効性は高いと判断される。 
上述のとおり、プロジェクトはおおむね目標を達成したといえる。また、プロジェクト

で達成すべき３つの成果はいずれも病院における医療機材管理システム導入に欠かせない

ものであり、プロジェクト目標達成のための必要・十分条件であるといえる。 
なお、設定した指標は達成されているものの、予防保守件数については病院間の格差が

生じている。ひとつの背景として、医療機材管理活動の活発な病院では、病院管理委員会

（Hospital Management Committee）等病院管理関連の活動が機能している病院では予防保

守等が活発ということが可能である。このような活動により、医療機材管理ワーキンググ

ループ（Medical Equipment Management Working Group：MEM-WG）が各診療科からの協

力が得やすい環境が整備されたり、（予算管理やドナーとの交渉を担当する）PHD
（Provincial Health Department：地方保健局）とのコミュニケーションも積極的となる。

MEM-WGは医療機材インベントリーから得られる信頼度の高い機材情報を、これらの関

係組織との議論の機会に有効に使うことができていることが観察された。 
 
（３）効率性 

プロジェクトの効率性は高いと評価される。 
日本側の投入に関しては適切であり、カウンターパートからも専門家のパフォーマンス

に高い評価が得られている。「カ」側についてはHSBカウンターパートに交代が生じた

が、結果的にこの交代が効率性にプラスに働いた。 
プロジェクトの効率性を高める重要な動きの一つとして、コストシェアリングの実現が

挙げられる。特に、2007年の医療機材管理セミナーの費用の大部分は「カ」側で負担され

た。 
また、「母子保健プロジェクトフェーズII」を通じて育成された人材・組織を本プロジ

ェクトに活用できている点も、効率性を高める要因といえる。 
 
（４）インパクト 

上位目標の達成見通しに関して結論を述べるのは時期尚早であるが、プロジェクトは以

下のような様々な正のインパクトをもたらしているといえる。 
① HSDとNWの責任分担の明確化、HSDの機能向上（報告書作成の定例化等） 
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② 一部の病院・PHDにおけるME（Medical Equipment：医療機材）管理と病院管理の統合

の動き、正確なデータに基づいたAOP（Annual Operation Plan：年間活動計画）の作成

③ 医療施設におけるサービス・インフラの標準を定めた政府ガイドラインの改訂への技

術的インプット 
④ 他JICA案件や当地最大のSWAp型プログラム（HSSP）への技術的インプット 

 
（５）自立発展性 

プロジェクト活動・成果の自立発展性については、中間評価時点よりも大幅な改善が見

られる。 
HSP 2008－2015の内容等から、医療機材管理の普及に関する政策的支援は今後も継続

する。 
保健省の組織・体制に関しては、医療機材管理体制の変革により、果たすべき責任・役

割を遂行できるようになっている点は評価できる。ただし、HSBの能力・業務実績が向上

し評価も高まると同時に、業務が確実に遂行できるようになったがゆえにHSBに業務が集

中する傾向が高まっており、HSBの許容範囲を超えるおそれも看過できない。これに対し

て、HSDではHSBスタッフに対して業績に応じた賃金支払いを認めるMerit Based 
Performance Incentive（MBPI）の適用手続きを進めている。 

予算の持続性に関しては、保健省の医療機材管理予算はここ数年減少しているものの、

資本投資に多く配分する傾向はある。2009年のAOP作成に示されるとおり、データに基づ

きAOPを作成する習慣が広がりつつ有り、2009年以降は世銀等が支援する保健セクター支

援プログラム（Health Sector Support Program：HSSP）から供出された保健省予算から機

材管理予算をまかなうための一歩を踏み出せたといえる。一方、予算確保を確実なものと

するためにも、保健省幹部の関係省庁・機関に対する強力なアドボカシーは欠かせない。 
病院レベルの自立発展性に関しては、機材管理活動への強いオーナーシップとコミット

メントが観察されるようになった。中央からのモニタリング・フォローアップも病院のモ

チベーションを上げるのに貢献している。院内の病院管理・QI（Quality Improvement：品

質向上）活動、州内の保健分野テクニカルワーキンググループ等の支援を受けながら、機

材管理活動は病院内に根づきつつある。しかし、機材管理活動のための資金・人材確保は

依然として大きな課題である。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

・「母子保健プロジェクトフェーズII」で培われた「既存資源」を活用することにより、

HSDや対象病院への技術移転を効率的に進めることが可能となった。 
・2007年に実施された中間評価を、自らの問題を明らかにし「カ」側とともに解決への道を

模索する絶好の機会と考え、提言に対する行動計画をまとめ、その進捗をしっかりとモニ

ターした。 
 
３－４ 結 論 

プロジェクトの妥当性・有効性・効率性は共に高いと認められた。対象病院において医療機

材の基礎的な維持管理活動を導入するというプロジェクト目標は、病院ごとに活動状況に差が

あるものの、達成できたと結論づけることが可能である。 
これに貢献した大きな要因の一つにはプロジェクトで設定した成果が確実に達成されたこと

が挙げられる。特に中央においてHSDが行政指導能力を向上させ、HSB・NWの共同体である
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NWチームが、トレーニング、モニタリング、モニタリング訪問などを通じて医療機材管理の

実施を牽引できるようになってきたことが重要である。プロジェクトによって構築された医療

機材に関するデータベースも、HSDが各病院における医療機材の状況を具体的に把握するのに

貢献した。 
病院レベルにおいても、医療機材管理者・技術者の知識や技術が向上し、新しく組織された

MEM-WGを中心とした保守・簡単な修理を含めた現場での管理活動が始動した。 
 
また、プロジェクトのインパクトについても大変大きいことが確認された。プロジェクトは

終了時評価の時点でプロジェクト目標を超えた活動を展開しており、機材可動率の向上など、

管理活動を通じて実際の機材の状況を改善させることを目指す上位目標の達成に向けて前進し

ていることが確認された。また、その他のインパクトとして、HSBとNWの組織改革と機能向

上、保健省中央及び病院レベルにおけるデータに基づくAOPの作成文化の浸透、国家レベルの

政策やガイドラインの策定やHSSP等の活動に対する貢献、などが挙げられる。 
 
プロジェクトの自立発展性については、中間評価以降大幅な改善があったと認められた。同

時に、上位目標の確実な実現のためには、いくつかの課題が残る。 
第一に、増加傾向にあるHSDの業務量の対処は組織的課題として対処が必要である。対応案

の一つとして、NW/NMCHCへ、将来的には各病院への業務委譲も検討可能と思われる。 
第二に、既に各種努力・改善は認められるものの、保健省中央及び地方レベルにおける予

算、最低限の人材の確保はMOHの重要な責務の一つといえる。 
 
本プロジェクトの上位目標は、病院での（可動率などの）医療機材の状況を改善することも

一要件と設定しているが、新たに導入した医療機材管理体制を通じて、いかにこれを実現する

かは引き続き難しい課題といえる。今回の調査を通じたひとつの重要な発見として、病院管理

が適切に行われていることがMEM-WGの機能の発揮に貢献しているという点が挙げられる。

これによってMEM-WGの活動の成果や関連情報が利用され、結果として医療機材関連の問題

が対処されやすくなっているということが確認されている。 
 
３－５ 提 言 
（１）対保健省全体 

・医療機材技術者の労働環境を改善する（時間配分、ワークショップの整備等） 
・医療機材技術者の増員により積極的なアプローチを取る 
・確実なAOPの作成、より多くの予算配分を得られるよう関係省庁と交渉する 
・診療費収入活用のグッドプラクティスを分析・伝播する（機材管理への利用等） 
・プロジェクトから得られた成果（病院における医療機材に関する情報等）を広め、保健

省内各部やドナーとの議論に活用する 
・上位目標達成の努力を継続する（医療機材可動率向上に必要な要因の分析や目標設定、

廃棄処分等の手続き促進） 
  
（２）対HSD 

・医療機材管理を病院管理・QIと統合する 
・HSBの人材管理改善への努力を継続する 
・病院を支援するための努力（モニタリング視察など）を継続する 
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（３）対NMCHC 
・医療機材管理における地方の拠点病院育成への支援 
 

（４）対JICA 
・引き続きカウンターパートに対して金銭的以外のインセンティブを提供する方法の模索

・他ドナーとの協力関係の強化 
 
３－６ 教 訓 

・過去のプロジェクトで培った「既存資源」を活かす 
・中央と現場、両方の強化を組み合わせたアプローチは有効 
・人材育成プロジェクトにおいて大事なのは、「研修後」のフォローアップ活動 
・評価を機会に、改善につなげる 
・あくまで相手側の主体的な行動を待つ専門家の姿勢は、短いプロジェクトでも重要 
・文書化の徹底は重要 
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