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Ⅰ 案件概要 

国名 インド 

事業期間 2003 年 8 月～2005 年 2月 

実施機関 インド国保健家族福祉省保健局(運営機関:マハラシュトラ州保健家族福祉省医療薬事局) 

事業費 E/N 限度額:759 百万円 供与額:736 百万円 

施工・調達 (調達のみ)パッケージ 1:オガワ精機株式会社/パッケージ 2:三菱商事株式会社 
案件従事者 

コンサルタント ビンコー株式会社 

基本設計調査 2003 年 1 月 19 日～2003 年 2 月 7日 

関連案件 特に無し。 

事業背景 

インド政府及びマハラシュトラ州の保健政策では、医療サービスの充足、母子保健医療サービスの向上の
優先度が高い。サー・ジェイ・ジェイ(SJJ)病院及びカマ・アンド・アルブレス(CA)母子病院では、ムン
バイ市及びその周辺の貧困層や農村からの患者に、これら分野における第一次・二次から第三次医療サー
ビスを提供している。また教育病院のとしての機能も併せ持っている。しかし十分な医療機材が整備され
ておらず、医療サービスの低下が問題となっていた。 

事業目的 
SJJ 病院及び CA 母子病院に対し、母子保健関連機材及び病院運営に不可欠な基本的な医療機材の更新・
補充を行うことにより、両病院の保健医療サービスの向上を図る。 

アウトプット 
(日本側) 

1.SJJ 病院に産婦人科、小児科、脳外科関連の機材が整備される。 
2.CA 母子病院に産婦人科、小児科、放射線科関連の機材が整備される。 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

 本事業の評価に際しては、実施機関及び運営機関から質問票の回答が得られなかったため、JICA から提供された情報によ
り限定的に評価を行った。 
 本事業は、ムンバイ市及びその周辺の貧困層や農村からの患者に対し第一次から第三次までの医療サービスを提供してい
るサー・ジェイ・ジェイ(以下、SJJ)病院及びカマ・アンド・アルブレス(以下、CA)病院に、病院運営及び母子保健関連の
医療機材を供与することにより保健医療サービスを向上することを目標としていた。概ね機材は計画通り納入されたが、想
定された直接効果((外来)診療患者数、臨床検査数、分娩件数など)は所期の計画通りには発現されていないが、一部、SJJ
病院での病床占有率及び入院患者数は機材納入後増加していることが確認された。 
本事業では、機材の点検や保守・修理に関する情報管理を院内で整備し、外部業者に修理を外注することにより機材を維
持管理していく計画であった。具体的には、機材の日常点検は医療従事者が行い、その情報収集と保守・修理の管理業務は、
医療機器維持管理部門(以下、HERU)及び医療機材修理・維持管理責任者(以下、MEMR)が担当し(この HERU、MEMR を担当した
のは院内に常駐する民間業者である)、院内で修理できない機材については外部業者に修理を依頼していた。しかし、2006
年以降、外部業者との保守契約が継続されなかったため、故障した機材の修理が出来ず故障機材が放置されたままとなる状
態が生じている。また、2009 年 1 月には HERU、MEMR を担当していた民間業者との契約も終了し、それ以降、民間業者が担
っていた業務はそれぞれ SJJ 及び CA の調達部に一任されたが、医療機材の保守業務は限定されており、両病院における維
持管理体制は後退した。なお、2006 年以降停止されていた外部業者との保守契約は、一部の高額機材については再開されて
いるが、両病院の予算は毎年増加しているものの、機材の維持管理を行うのに十分な額は確保されていない状況である。 
以上より、本事業の評価は概ね高いと言える。 
<SJJ 病院及び CA 病院への提言> 
1.調達部で移管された機材の維持管理の情報収集、修理管理が可能になるよう、機材の現状に関する情報の部門長や婦長と
の共有、又はそれを医療機材の状況が技術的に理解できる専門担当の配置などが望ましい。 
2.高度な医療機材の維持管理・修理には特殊技術が必要であり、院内の技術者にその知識がない場合は専門の業者と保守契
約を締結し、適切に機材を保守管理・修理することが望ましい。また保守維持管理に必要な予算措置も必要である。 
3.修理の部品については、純正品でなく代替部品でも対応できる機材もあるので、修理の可否を適切に見極め、可能なもの
は純正品がなくても修理し、機材を有効活用していくことが望ましい。 
<JICA への提言> 
1.SJJ 病院関係者によれば、SJJ 病院及び CA 病院には、より質の高い第三次医療の提供と共により多くの貧困層に対する一
次・二次医療サービスの提供が求められている。急速に経済成長するインドのような国に支援する場合は、民間医療機関と
公的医療機関の役割の差異を明確にし、後者の意義に合致した目標を適切に設定することが望ましい(本件であれば、診療
者総数ではなく、貧困層に属する患者の増減、患者全体における貧困層の比率、新規機材の導入により診療可能になった疾
病の種類の増加など、機材投入の効果の全体像が図れる指標の設定が適切であったように思われる)。 
2.維持管理にコストがかかることが想定される高度な機材を供与する場合は、実施機関の維持管理体制(予算、人員、技術
面)を十分に精査し、持続性に無理がないか検討の上、必要な医療機材の選定や供与の是非を検討することが望ましい。 

 

1 妥当性  

1.インド国開発政策との整合性 
「第 10 次国家 5ヵ年計画 2002-2007」では、保健医療サービスへのアクセス改善を通じた健康状態の改善が、優先課題と
して挙げられている。また「第 11 次国家 5ヵ年計画 2007～2012」においても、保健医療の強化は重要課題とされており、
特に女性や子供に対するサービスのアクセス改善が重視されている。上記達成を目的に、公的保健サービスの能力強化の必
要性が指摘され、病院及び診療所の強化が挙げられており、妊産婦死亡率、乳幼児死亡率、合計特殊出生率の改善が目標と



されている。 
2.インド国開発ニーズとの整合性 
対象病院のあるマハラシュトラ州の州都ムンバイは首都デリーと並ぶ大都市であるが、事前調査時には、デリーと比較し
て妊産婦死亡率や乳幼児死亡率などの保健医療指標において格差が生じていた(妊産婦死亡率 180 人(デリー160 人)、乳児死
亡率 49 人(デリー36 人))。同州では現在も「リプロダクティブ･ヘルス及び児童の健康プロジェクト II」(家族福祉プログ
ラム含む)を実施し、2010 年までに妊婦死亡率を 100 人(2003 年 180 人)、乳児死亡率 を 27 人(2003 年 49 人)に減少させる
ことを目標としているおり、その一環として。「病院サービスプロジェクト」の実施により、一次から三次のレファラル・
システムを改善し、二次レベルでの医療サービス充実を目指している。 
3.日本の援助政策との整合性 
2004 年版 JICA「国別事業実施計画」によれば 2002 年 3 月に派遣された政策対話ミッションにおいて、日本の援助重点分
野として保健・医療を含む４分野が示された。 
以上より、本事業の実施はインドの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 

2 効率性  

1.アウトプット 
日本側のアウトプットは計画どおりに達成された。計画通りの機材が納品された。また機材維持管理に関する技術指導も
計画通りに実施された。 
2.事業期間 
計画 17 ヶ月に対して、実績は 19 ヶ月であった(計画比 112%)。一部機材の通関完了に当初の計画より 3ヶ月長くかかった
が、技術指導の実施時期を調整することにより２ヶ月の超過に収まった。 
3.事業費 
計画額 7.59 億円に対して、実績 7.36 億円であり計画内であった(計画比 97%)。適正な競争入札により予定価格内で調達さ
れた。 
以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を若干上回ったため、総合的に判断し、
効率性は中程度である。 

3 有効性・インパクト  

1.定量的効果 
ＳＪＪ病院、CA 病院共(外来)診療者数・病床占有率・臨床検査数・分娩件数などの目標基準年(2009 年) の実績は、計画
時(2003 年)の件数を下回っているが、一部、SJJ 病院での病床占有率及び入院患者数は機材納入後増加している。この理由
についての情報は得られなかったが、JICA 提供の情報に拠れば、近隣の私立病院の利用の増加も一因と考えられるとのこと
である。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
所期に想定された間接効果(ムンバイ市及びその隣接地域での妊産婦死亡率及び乳幼児死亡率、SJJ 病院及び CA 病院が所属
するグラント医科大学に所属する医学生への研修機会の提供)の発現状況については情報が得られなかった。しかし調査団
の現地での聞き取り情報によれば、新しい機材の導入により、手術時間及び入院期間が短縮できるようになった他、ＣＡ病
院では、不妊治療などこれまで困難であった病気への対応が可能になるなどの効果が見られた。 
以上より、本事業の実施により部分的に一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。 

4 持続性  

1.運営維持管理の体制 
本事業では、「病院内での機材点検及び修理対応に関する体制作り」と「外部業者との保守契約」の両方によって、維持管
理を行うことを予定していた。「病院内の体制作り」のため、技術指導により、「日常的な医療機材の点検体制、不具合発生
時の連絡体制、連絡を受けた部署での修理要否の判断、要と判断された際の外部代理店への修理依頼、維持管理部署長から
院長への機材の維持管理状況についての月例報告」と言った一連の流れを定着させるべく、業務担当・分掌の明確化、連絡
事項のフォーマット作成し、小児外科・脳外科で 5ヶ月間の試行を行った。施行期間中の課題を踏まえて、維持管理システ
ム、維持管理担当部門、医療機器使用部門(臨床科)、総務/財務部門で使用するマニュアルを作成し、再度 4 ヵ月後にシス
テムの運用状況の確認を行った。こうした入念な技術指導により、院内の機材日常点検・不具合申し送り、修理対象品の優
先順位付け等の体制などは現在も両病院で定着しており、機材のライフスパンは延長されている(JICA 提供の情報より)。一
方、2006 年以降は、病院長の方針により外部業者との保守管理契約が継続されなかったため、病院内の体制は整っていても、
実際に保守サービスや修理を行うことが難しくなったため、故障のまま放置される状況が発生するようになった。なお、2009
年 1 月以降は、修理要否の判断、外部業者との契約管理、機材情報管理を担当する HERU 及び MEMR の業務を受託していた外
部民間業者との契約が継続されず、同業務は調達部に移管された。しかし、調達部で医療機材の保守に関して把握できる機
材状況は技術的に限られており、現在、機材の所在、修理履歴など機材の維持管理に関する情報を把握しているのは部門長、
婦長のみとなり、機材の管理体制は後退している。なお、HERU、MEMR との契約終了後、一部の機材(画像診断装置、Ｘ線装
置など)については外部業者の保守契約が再開され、年 2回の定期点検と回数を問わない不具合時の 24 時間サービスを受け
られるようになっている。 
2.運営維持管理の技術 
院内に保守・維持管理の技術要員は居るが、主に家具・建具の修理要員であり、複雑な電気系統を含む医療機器の修理を
行える技術者はいない。ムンバイでの代理店の撤退、代理店が変更しても新しい代理店の情報が伝えられないなどにより、
サービスを受けられなかった機材もあった。 
3.運営維持管理の財務(JICA 内部資料による) 
2009/10 年度の維持管理用の予算は両病院合わせて 18.81 百万ルピーが確保され、計画時に必要と試算された 1.64 百万ル
ピーを大きく超える予算が確保されている。しかし JICA 提供の情報によれば、その他項目での支出増加幅が大きく、本事
業供与機材の維持管理に十分な予算は確保されていないとのことである。2009 年には 120 億ルピーの資金がインド政府から
提供されたが、同予算は維持管理のためには使えず予算不足を補うことは出来なかったため、同資金は故障して放置されて
いた機材の代替新製品を購入に充当された。 
4.運営維持管理状況 
本事業の運営維持管理状況については限定的な情報しか得られなかったが、JICA 提供の情報によれば、2010 年 2 月時点で



は、対象 13部門のうち 7部門における FOB 価格 100 万円以上の主要機材で稼動状況を確認したところ、SJJ 病院では状況が
確認できた機材 104 点中 13 点が、また CA 病院では 18 点中 9 点が故障中または未使用の状態であった。また、本事後評価
調査時には、ＳＪＪ病院で稼動状況が確認できた 18 種類の機材のうち 8種の機材が、CA では確認できた 12 種類の機材のう
ち 3種類の機材に稼働してない機材が見られた。機材管理台帳上は、2005～2008 年に故障して以降、「修理依頼中」「修理依
頼のため代理店に問合わせ中」となったままの機材も多いことが分かった。その原因としては、上述の通り、外部業者との
保守契約が打ち切られたため、HERU、MEMR 及び院内技術者では高度な医療機材の修理には対応できず、不具合の生じた機材
は放置されることが多くなったことが考えられる。また故障中機材の中には、メーカー純正品の部品でなく代替品でも修理
が可能であるにも関わらず、修理されずにそのまま放置されていた機材(麻酔器、インファント・ウォーマーなど)が確認さ
れた。 
以上により、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況に問題があるものの、機材の状況確認体制などは整備されており、
本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 


