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Ⅰ 案件概要 

国名 カンボジア王国 

事業期間 2004 年 8 月～2006 年 2月 

実施機関 カンボジア国 保健省／国立医療技術学校(TSMC) 

事業費 E/N 限度額:774 百万円 供与額:773 百万円 

施工 株式会社大林組 
案件従事者 

コンサルタント 株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

基本設計調査 2004 年７月 

関連案件 
「医療技術者育成プロジェクト」(技術協力プロジェクト) 2003 年～2010 年 
「医療技術者育成システム強化プロジェクト」(技術協力プロジェクト) 2010 年～2015 年 

事業背景 

カンボジア国は第一次及び第二次社会経済開発計画において、教育制度の強化を通じた保健医療従事者
の技術向上の必要性を謳っている。さらに、保健従事者開発計画において正規の教育課程が開講されて
いなかった X 線技師の養成を目標に掲げている。しかしながら、同国においてそれらの役割を果たすべ
き国立医療技術学校(TSMC)においては、適切な教育研修を実施するための施設が狭小且つ老朽化してお
り、機材も不足状態である。以上を踏まえ、カンボジア国より、日本政府に対し、TSMC における施設・
機材の整備を目的とした無償資金協力の要請が行われた。 

事業目的 
カンボジア国の国立医療技術学校(TSMC)において保健医療従事者の育成を目的とした教育施設の新築・
改修及び機材の調達を行うことより、同国内の保健医療従事者不足とその質の向上に係る問題の解決を
図る。 

アウトプット 
(日本側) 

1.施設建設 
1)新築工事部分(本部棟) 
 管理諸室, X 技師コース(一般教室、X線検査室、操作室、暗室、ワークショップ、一般教養実験室、教
員室、倉庫)、衛生検査技師コース(一般教室、一般教養実験室、実験室、滅菌室、教員室、非常勤講師
室、更衣室、倉庫)、助産師コース(一般教室、実習室、教員室、倉庫)、理学療法士コース(一般教室、
実習室、教員室、倉庫)その他諸室 
2)改修工事部分(看護師コース棟、卒後教育棟、便所棟) 
2.機材調達 
1)体解剖モデル、人体骨格モデル、分娩実習用モデル人形、乳癌シュミレータ、注射シュミレータ、新
生児身長体重計 
2)車椅子、人体骨格モデル、関節モデル 
3)電子はかり、ヘマトクリット遠心分離機、双眼顕微鏡、教育用顕微鏡、ディープフリーザ 
4)一般 X 線撮影装置、X 線撮影装置 移動用、シャーカステン、X 線撮影用関節ファントム、X 線防護衝
立セット 
5 超音波診断装置、LCD プロジェクタ、資料提示装置、デジタルビデオカメラ、コンピュータ 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

本事業を評価するにあたって、実施機関である国立医療技術学校(TSMC)からは、TSMC の予算を所掌している UHS の TSMC
に対する予算及びその支出状況は回答が得られず、特に予算執行状況や主要な収入源であるベースカーゴに係る情報は得
られず、詳細な財務分析はできなかった。 
本事業の妥当性は非常に高く、効率性に関しても概ね計画範囲内で実施されている。有効性に関しては事後評価時点にお
ける指標の実績値データで評価する限り、X線技師コースの成果について事業効果が最も明白に現れているが、学生数の増
加により、本施設建設による学習環境の向上については限定的である。また、持続性に関しては調達医療機材の高い活用
状況は認められるが、特に主要な機材の維持管理については主として財務的な観点から改善の余地があると判断された。 
以上より、本事業の評価は概ね高いといえる。 
実施機関に対する提言としては、機材の維持管理に関して一部懸念が生じている。よって、今後にむけてさらに高まると
予想される医療保健人材の育成に関して、TSMC の保健医療サービスの向上に果たす教育的役割強化から教育のための機材
の維持管理上の課題解決を含め、自主財源の有効活用の意識を高めることが肝要である。また、有効性における課題に関
しては、施設の収容可能人数等の物理的側面だけではなく、質の高い臨床経験を積んだ全てのコースの教員増加も含め、
教員数に見合ったコース実施による適切な定員等、教育の質的な側面から受入学生数の適正化を行い、量だけでなく質の
高い卒業生を継続して輩出していく必要がある。したがって、UHS とのより強い連携の下、保健医療サービス分野において
質向上に対するニーズの高いコース設計を実施することが望まれる。 

 
1 妥当性 

1.カンボジア国開発政策との整合性 
本事業計画時、カンボジアの「第一次社会経済開発計画 1996 年～2000 年」及び「第二次社会経済開発計画 2001 年～2005
年」において、より効果的な保健医療サービスを提供するために、教育・研修の強化による保健医療従事者の技術向上を
図るとしていた。より具体的には「保健従事者開発計画 1996 年～2005 年」において衛生検査技師の育成促進及び X線技師
(当時、X線技師育成のための正規の教育課程は存在していない)の育成を目標に掲げていた。 
事後評価時においても、「保健分野戦略計画(HSSP: Health Sector Strategic Plan)2003 年～2007 年」に続く「保健分野
戦略計画 2008～2015 年」にて人材育成が保健セクターの最重要課題として位置づけられている。さらに、「国家人材開発
計画(The National Health Workforce Development Plan 2006～2015)」、及び「国家人材育成政策と戦略(The National Policy



and Strategies for Human Resource for Health 2006～2010)」の文脈においても、本事業は保健医療サービスの向上と
同分野の人材育成を目指した事業であり、同国の施策、方針と整合性があるといえる。 
2.カンボジア国開発ニーズとの整合性 
 本事業計画時、支援対象が同国で急務となっている基礎保健医療に従事する看護師、助産師、理学療法士、衛生検査技師、
X線技師等の養成であり、同国において開発ニーズの高い人材育成分野であった。また、事後評価時においても、保健医療
サービスの質の向上が必須とされ、同国における保健医療従事者育成の中心的機関である国立医療技術学校を通じた人材
育成強化は国民に広く裨益するものと認識されており、開発ニーズとの整合性があるといえる。 
3.日本の援助政策との整合性 
2002 年に策定された対カンボジア国別援助計画における重点分野の一つに、教育、医療分野等を対象とする社会的弱者支
援が挙げられており、本事業は政策的に整合性があった。 
以上により、本事業はカンボジアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致している。 

2 効率性 

1.アウトプット 
アウトプットに関しては以下のように変更が行われている。 JICA からの情報に示された変更点は以下の通り。 
 本部等電気・発電機室の屋根形状変更、木製パーゴラ取りとめ及び既存池復元、パーキングエリア白線引き追加、上記変
更に伴う一般管理費の変更、SepticTank2 の設置場所変更、改修建物(看護婦コース棟、卒後教育棟)改修方法の一部変更、
雨水排水、雑排水ルートの一部変更、便所ブースの間仕切壁の材質変更、卒後教育棟の教材作成室及び空調換気設備の変
更等。 
 尚、本事業実施中の工程管理や変更や遅延の原因については不明であるとの回答があった。 
2.事業期間 
事業期間は 2004 年 8 月(E/N 締結)～2006 年 1 月の 17 ヶ月で計画されていたが、実績は 2004 年 8 月(E/N 締結)から 2006
年 2 月までの 18 ヶ月間となっており、計画を若干上回った(計画比 106%)。 
3.事業費 
事業費の計画額 774 百万円に対して実績額 773 百万円であり、ほぼ計画通り(計画比 100%)。 
以上により、本事業は事業費についてはほぼ計画通りであるものの、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 
本事業計画時に設定された指標は以下のとおりであり、目標年は 2010 年と設定されていた。ここでは、以下に関して、
目標値(2010 年)を 100 とした場合の同年の実績を比較分析した。なお、本施設においては、計画どおり、看護師コース、
理学療法士コース、衛生検査技師コース、助産師コースが実施され、X線技師コースが新規に開講されている。 
1)「学生一人当たりの実際の実習時間数の増加」 
2)「卒業教育の充実(各コース全体)」 
3)「学生一人あたりの教室・実習室面積(㎡/人)」、 
4)「図書室の利用者数の増加」 
5)「卒業試験の合格率の増加、および追試回数の削減」、 
A.本事業による実習を重視した施設整備の観点から、正規のカリキュラムに対する一人当たりの実習時間の変化である「学
生一人当たりの実習時間数の増加」について検討した。「学生一人当たりの実習時間の増加率」においては、いずれのコー
スにおいても、目標値の 90%程度であった。 
B.しかし、「毎年の卒後教育の履修人数」については、2004 年の基準値の延べ 9,240 人、2010 年目標値は延べ 35,000 人で
あったのに対し、実績は延べ 8,207 人であった。したがって、目標達成度は低かった。卒後教育の履修人数が低い理由と
して、TSMC からは教育スペースと機材の不足、多様な臨床ニーズに対する教材等の不足の理由が挙げられている。 
C.「学生一人当たりの教室、実習室面積」については、2010 年の実績は、概ねどのコースにおいても、目標を下回った。
2004 年の基準値と比較しても値が小さくなり、一人当たりの教室は 2004 年よりも狭くなっていることで、学習環境はむし
ろ若干悪化している。これについては新入生の受入数に関する計画時の想定に誤りがあったか、若しくは、新入生の受入
数が 2004 年時点と比較し多数に上った等の理由が考えられる。 
D.「図書館の利用者数の増加」については評価対象である 2010 年実績データは入手できず、本事後評価対象としていない。
E.「試験合格率」については、計画時の目標値は 80％の合格率とされていた。これに対し、入手できた看護師の一次試験
合格率についていえば、事業実施前の 2006 年には約 42%の合格率が 2008 年以降は 95%以上に上昇しており、実績は目標値
を十分達成している。2003 年に開始され 2008 年に終了した技術協力プロジェクトとの相乗効果が考えられると共に、教育
の質の向上をもたらしている可能性が示唆される。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
 同国の保健医療サービスの提供に対する間接的効果に関しては、TSMC の卒業生の就業状況及び保健従事者に対する質の向
上のための地方の医療機関、病院等との連携状況とその分野について質問した。 
質問票の回答によれば、まず、本事業実施後、TSMC の卒業生について顕著な点は、看護師と助産婦の有資格者の明白な増
加と理学療法士の増加傾向である。また、X線技師数については、課程開設以来 2009 年に初めての 14 名輩出している。さ
らに、保健従事者に対する質の向上のための地方の医療機関、病院等との連携状況については 24 県のすべてから研修を受
け入れているとの回答を得た。特に地方から協力への要望の高い分野は、TSMC の開設している全コース(看護師、理学療法
士、衛生検査技師、助産婦、X 線技師)とされ、新規の X 線技術普及に関しては全国の主要病院、医療機関、地方病院等に
対して公式、非公式の形でのアウトリーチ活動を行っているとの回答であった。 
なお、環境、住民移転、用地取得にかかる問題は、特に報告されていない。 
以上により、本事業の実施による施設、機材は活用されているが、目標の達成が一部限定的であった。尚、深刻なマイナ
スのインパクトは指摘されていない。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
 本事業実施後、TSMC における本件の事業効果については同国の医療機関、病院等からの支持が継続しているとの回答があ



った。また、本事業完了後、2007 年以降、UHS の下で半自治主体に格上げしたため TSMC が自主財源の確保が可能になり、
財務上の支出権限がより拡大、且つ迅速化した。計画時との比較では、施設の運営維持管理体制に変更があり、計画時に
は担当者 7名の配置から 5名(ディレクター1名、副ディレクター4名)に変更されている。 
2.運営維持管理の技術 
 比較的修理の必要が生じやすい機材を実習等で使用する衛生検査技師コース、X 線技師コースにおいては、別途それらの
機材の日常点検方法や簡単な修理方法に関する研修もカリキュラムに組み込むことが計画されていたが、事後評価時点では

機材の維持管理に関する研修は実施されていないとの回答が実施機関側からあった。 
3.運営維持管理の財務 
 現在、TSMC における運営維持管理の必要経費については保健科学大学(UHS)に対して予算申請を行って確保しているとい
う回答であった。また、今後の同経費の予算獲得の見通しについては UHS の方針に左右されている状況とのことである。
さらに、予算及び収入の不足により機材の維持管理や修理が困難である旨の回答を得ているため、自主財源の確保分の使
途については本事業の運営管理費には充当されていないか、若しくは自主財源自体が不足している状況が考えられ、本事
業の運営維持管理に関する財務的な面について懸念があるといえる。 
4.運営維持管理状況 
実施機関によると、本事業での調達機材や施設は十分に活用されているものの、運営維持管理の担当者が不足状態で学生
による機材使用頻度が高いため維持管理や修理が課題となっていると回答している。特に、計画時に指摘のあった技術的
な外部委託が必要且つ実施機関のみでは保守点検及び修理が困難な機材の内、X線技師養成に不可欠な汎用 X線撮影装置と
X線用のフィルム乾燥機が故障しているとともに、超音波診断装置についてはスペアパーツの欠如が報告されている。この
状況が長期に継続した場合、同国における X 線技師養成や X 線技術の全国的な普及に対する支障となると考えられる。な
お、JICA 側からは、本事業関連の技術協力プロジェクトにより維持管理に関する側面支援が開始されているとの情報があ
った。また、X線機器は修理されたとのことである。 
 以上により、本事業は運営維持管理に関して技術、財務及び機材の維持管理状況に軽度な問題があり、本事業によって発
現した効果の持続性は中程度である。 

 


